
一輪ギク新品種「清流の朝」の育成と特徴
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：「清流の朝」は、夏秋ギク型の白花一輪ギク新品種である。本品種作出のための交摘要

配は、子房親に無側枝性を有する白花の夏秋ギク品種「銀峰」を用い、花粉親に花形が優

れる白花の夏秋ギク系統「99 05」を用いて行った。本品種は、７月から９月開花のシ-JM-

ェード栽培が適している。また、無側枝性を有し、側蕾が上位数節に着生するのみで、摘

蕾労力が軽減できる、生育の揃いが良く作りやすい、伸長性が良い、草姿が優れているな

どの特性を持っている。

：夏秋ギク、新品種「清流の朝」、無側枝性、摘蕾キーワード

Breeding of New Chrysanthemum Cultivar “Seiryu no Asa”
and Its Characteristics
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"Seiryu no Asa" is a new cultivar of summer-autumn floweringAbstract：

chrysanthemum( Ramat.). This cultivar was obtained by theChrysanthemum morifolium
crossing two summer-autumn flowering mother plants, "Gin pou" ( ),♀

non-branching-type cultivar and a hybrid progeny of "99-JM-05" ( ) having good♂

flower-form.
"Seiryu no Asa" adapts to the shading culture from July through September flowering.

This cultivar is a non-branching-type chrysanthemum and we can reduce the labor of
disbudding during July to September flowering. And it has also good characteristics for
uniform growth, stem elongation and plant-form.
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緒 言

我が国において白花の一輪ギクの周年生産は、福田

・西尾 により夏秋ギク「精雲」の電照抑制栽培技術が１)

開発されて以来、夏に出荷される夏秋ギク「精雲」と

秋から春に出荷される秋ギク「秀芳の力」の栽培を組

み合わせて行われるようになった。2000年頃までは、

周年生産といえばこの２品種を組み合わせたものであ

った。その後の長引く不況による消費の低迷、海外か

らの安価な切り花の増加は、キク切り花の価格低迷を

まねき、省力栽培が可能な品種や収量性の高い品種と

して、夏秋ギク「岩の白扇」や秋ギクの「精興の誠」

あるいは「神馬」が導入されるようになった。しかし、

これらの品種には問題も多く発生 するので、愛知県２）

下のキク生産者は当場に対して問題の少ない新品種の

育成を強く要望するようになった。

白花一輪ギクを周年生産する場合は、親株の維持管

理や切り花用の栽培方法などの点から一品種で生産す

ることが理想である。しかし、現在のところ夏期の高

温と冬期の低温を環境制御してコストが合う切り花を

生産できる品種はない。また、夏期の耐暑性と冬期の

耐寒性を兼ね備えた品種を育成することはかなり困難

と考えられており 、今後も夏秋ギクと秋ギクを組み合３)

わせた周年生産が続くものと予想される。

夏秋ギクについて現在の主力品種である「岩の白

扇」は、従前の「精雲」と比べて遜色のない草姿と花

型をもち、とりわけ側枝の発生が少ないので摘蕾作業

を軽減できる品種として普及していると考えられる。

しかし、草勢が弱いことや早期異常発蕾する株がある

こと、及び９月開花の作型で奇形花が多発しやすいこ

となど問題点も多い 。４)

そこで、当場では愛知県花き温室園芸組合連合会き

く部会（以後は愛知花き連きく部会と表す）と共同で、

切り花形質が安定しており、「岩の白扇」のような無

側枝性を備えた夏秋ギクの育成に取り組んだ。その結

果、実用性の高い品種が育成され、その特性が明らか

にされたので報告する。

育成経過

「清流の朝」（系統名：00-J-10-97）は、「銀峰」の

高温期になると側枝が発生しにくくなる性質(以後、無

側枝性という)と当場で育成された｢99-JM-05｣の草姿及

び整った花型を合わせ持つ夏秋ギク品種として育成され

た。図１に示したように、2000年11月に子房親に夏秋ギ

ク「銀峰」、花粉親に当場で育成された夏秋ギク系統

「99-JM-05」を用いて交配し、得られた400粒の種子を

まいて育った372株の実生から選抜された系統である。

一次選抜に供した実生株の栽培は、2001年３月14日に

温湯暖房により18℃を確保したガラス温室で、市販の調

整ピート(Growing Mix 1K Special)を用土として98穴セ

ルトレイには種した。発芽し、正常に生育した372株の

実生苗は、５月２日にガラス温室内の植え床に定植した。

は種以後５月31日までの間は、深夜22時から２時まで４

時間の光中断条件で管理し、それ以後は、18時から５時

までを暗期とする13時間日長の短日処理を行った。開花

時の無側枝性に注目したところ、３株が選抜できた。選

抜株は株ごとに系統番号を付け7号鉢に植え付け、二次

選抜用のさし穂を採る親株とした。

二次選抜は、2002年の7月及び９月開花の栽培で行っ

た。親株は冬季を無加温のビニルハウス内で管理し、

2002年１月10日に最低夜温18℃の温室に搬入し、深夜22

時から２時まで４時間の電照下で管理し、適宜に側枝の

摘心を繰り返した。

７月開花では、４月13日に採穂し、採った穂は直ちに

挿し芽してミスト下で発根させた。発根苗は４月27日に

１系統当たり20本をガラス温室内の植え床に定植した。

日長は挿し芽から５月25日までは深夜４時間の光中断条

件とし、以後は開花まで18時から６時30分までを暗期と

する11.5時間日長の短日処理とした。

９月開花では、６月26日に採穂し、採った穂は直ちに

ミスト下で発根させ、７月８日に１系統当たり20本の発

根苗をガラス温室内に定植し、８月５日に７月開花同様

の短日処理を開始した。

場内試験と並行して稲沢市、常滑市、吉良町、豊川市、

渥美町（現田原市）の県内延べ11カ所において７月、８

月または９月開花で現地試作を行った。一連の二次選抜

試験の結果から、花の形と色、葉の大きさと斉一性、着

生角度及び茎の太さと硬さなどの諸形質を考慮して、

｢00-J-10-97｣が選抜された。この｢00-J-10-97｣の採花後

の株は、2002年10月にプランターに移植して三次選抜の

ための親株とした。

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

交配 一次選抜 二次選抜 三次選抜

銀峰 現地適応性(現地)

× 実生の選抜(場内) 作期適応性検定 市場性評価(現地) 品種登録出願

99-JM-05 (場内及び現地) 特性調査(場内)

400粒の種子 実生372株から ３系統から「00-J-10-97」 「清流の朝」と命名
３系統を選抜 を選抜

図１ 「清流の朝」の育成経過
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１）表1 2000年交配の三次選抜における開花、生育、切り花形質(2003年９月開花)

系統番号 到花日数 草丈 節数 85㎝重 花径 評価 備考２） ３）

㎝ 節 ｇ ㎝

00-J-5-326 42.7±0.70 97.7 63.3 63.0 10.1 樹勢劣、花小４）

00-J-5-361 41.3±0.68 107.0 61.2 64.4 10.1 茎細 花小４）

00-J-10-97 44.7±1.49 104.6 56.2 81.0 11.2 ○ 樹勢良

精雲 42.6±0.81 102.4 48.3 59.2 11.0

岩の白扇 45.6±2.03 91.9 55.9 59.8 10.2

注１）2003年６月26日に定植、８月６日に消灯し11.5時間日長の短日処理を開始した

２）到花日数は、短日処理開始後開花までの日数±標準偏差

３）評価は、実用性品種として有望なものを○とした

４）「00-J-5-326」と「00-J-5-361」は「00-J-10-97」とは逆交配で三次選抜まで

進んだ系統

１）表２ 2000年交配の現地拡大展示における評価

系統番号 豊川市 渥美町 備考

00-J-5-326 × 樹勢劣

00-J-5-361 × ○ やや細（豊川）

花良（渥美)

00-J-10-97 ○ ◎ 樹勢良、ﾎﾞﾘｭｰﾑ有

揃い良、無側枝性強

注１）評価は特に優れる◎、良い○、どちらとも

いえない△、悪い×の４段階で行った

三次選抜は2003年に９月開花の作期で特性を調査する

とともに現地の豊川市では９月開花、渥美町では７月、

８月及び９月開花の作期で現地適応性を調査した。プラ

ンター植の親株は、両サイドを解放したビニルハウス内

で管理し、２月中旬に温湯暖房により15℃を確保したガ

ラス温室に搬入し、深夜22時から２時まで４時間の電照

を行った。挿し穂は、６月13日に採って、直ちにミスト

下で挿し芽し発根させ、６月26日にガラス温室の植床に

定植した。日長は挿し芽から８月６日までは深夜４時間

の光中断条件とし、それ以後開花までは18時から６時30

分までを暗期とする11.5時間日長の短日条件で管理した。

その結果、表１に示したように、｢00-J-10-97｣は現在

の夏秋ギクの主力品種｢岩の白扇」と比較して草勢が強

く、草姿にボリュームがあり、葉の大きさが斉一で茎と

のバランスが適当であったので、極めて有望と考えられ

た。

現地での評価は表２に示したように、渥美町、豊川市

とも｢00-J-10-97｣は場内評価と同様に高い評価であった。

更に現地では1000株規模で栽培したことにより、株間の

生育がよく揃うことが明らかになった。渥美町で生産さ

れた切り花は、東京都の(株)大田花き卸売り市場始め名

古屋市や大阪府の計７社の花き卸売り市場に出荷され、

各社の販売担当者１名にアンケート方式で評価をしても

らったところ、すべての販売担当者から高い評価を得ら

れた。

｢00-J-10-97｣は、その後の栽培試験でも諸形質が安定

しており、新品種として実用性があると判断されたので

2004年３月に育成を完了し、９月に「清流の朝」として

品種登録を出願申請した。

材料及び方法

試験１と試験２の供試品種は、当場で育成された「清

流の朝」、対照として「精雲」及び「岩の白扇」を用い

た。試験は、豊橋市飯村町高山にある東三河農業研究所

ガラス温室で行った。親株の管理は、2002年の10月にほ

場からプランターに移植し、両サイドを解放したビニル

ハウスで2月中旬まで管理した。２月中旬以降に暖房温

度を15℃に設定したガラス温室に搬入し、採穂するまで

適宜摘心を重ねた。挿し芽は、調整ピート(Growing Mix

1P)を用土として128穴セルトレイで行い、ミスト下で

発根させた。花芽分化抑制のための光中断は、親株のガ

ラス温室搬入以降、育苗期間中及び定植後消灯するまで

の期間、深夜22時から２時まで４時間行った。花芽分化

発達のための短日処理は、断りのないかぎり光中断処理

を終えた日以後、毎日所定の時間ガラス温室備え付けの

シルバービニルの遮光幕を開閉することにより行った。

試験１ 育成品種の無側枝性発現と特性検定試験

「清流の朝」の無側枝性は７月開花と９月開花の作期

で、特性は９月開花の作期で１区15株を供試して調査し

た。なお、無側枝性は頂蕾を除く上位10節に着生した枝

数で評価した。特性検定は、上記の９月開花株を用い、

農林水産省種苗特性分類調査報告書（きく）特性審査基

準 に基づいて実施した。５）

７月開花の栽培では、2003年４月10日に採穂し直ちに

挿し芽して、発根した苗は温室内の地床へ４月23日に定

植した。５月21日までは光中断を行い、以後は11.5時間

日長の短日で管理した。施肥は定植の直前に10ａ当たり

粒状化成肥料(IB化成S1号10-10-10)100kgを元肥として

土壌に混和した。

９月開花の栽培では、６月13日に採穂し直ちに挿し芽

して、発根した苗は温室内の地床へ６月25日に定植した。

８月６日までは光中断を行い、以後は11.5時間日長の短
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日で管理した。施肥は７月開花と同様に施用した。

試験２ 夏期の作型適応性

「清流の朝」の夏期作型適応性は、花芽の分化発達期

における日長が最も長い時期に当たる７月開花の作期と、

気温が最も高い時期に当たる９月開花の作期で１区20株

を用いて調査した。

７月開花は、2004年４月８日に採穂し直ちに挿し芽し

て、発根した苗は温室内の地床へ４月22日に定植した。

５月30日までは光中断を行い、以後自然日長区と11.5時

間日長の短日区を設けた。施肥は元肥として10ａ当たり

粒状化成肥料(IB化成S1号10-10-10)100kgを施用し、消

灯10日後に追肥として同50kgを施用した。

９月開花は、６月15日に採穂し直ちに挿し芽して、発

根した苗は温室内の地床へ６月28日に定植した。８月５

日までは光中断を行い、７月開花と同様の区を設けた。

施肥についても７月開花と同様に施用した。

試験３ 花芽の分化発達期の日長と「清流の朝」の生育

開花

試験区は光中断処理後の日長として11時間、12時間、

13時間及び14時間の４区を設定した。品種は「清流の

朝」を供試し、供試株数は20株とした。日長処理は、ガ

ラス温室備え付けのシルバービニルの遮光幕を18時～７

時まで閉じて11時間日長とし、その中に４区画を設定し

た。その内１区画は無処理とし、12時間から14時間の３

区については所定の日長になるように、それぞれシルバ

ービニルの開閉時刻の前後に同じ時間だけ100W 電球を

点灯した。例えば、12時間区ではシルバービニルが閉じ

た後と開く前の各30分間電球を点灯した。そして試験区

間では、お互いに電照の影響を受けないように仕切りを

した。

栽培は2004年６月17日に採穂し直ちに挿し芽して、発

根した苗は温室内の地床へ６月28日に定植した。７月26

日まで光中断を行い、以後日長処理を開始した。施肥は

試験２と同様に行った。

試験結果

試験１ 育成品種の無側枝性発現と特性検定試験

７月開花と９月開花における切り花について、上位10

節の側蕾の着生数を図２に示した。７月開花における上

位10節の着蕾一次側枝数は、「清流の朝」では4.1節、

「岩の白扇」では6.8節、「精雲」では10節であった。

９月開花においては、「清流の朝」では2.2節、「岩の

白扇」では4.3節、「精雲」では10節であった。「清流

の朝」は両作期とも無側枝性で「岩の白扇」より優れて

いた。

形態的に重要な形質を表３に示した。「清流の朝」が

「精雲」と比較して明確に区別できる無側枝性以外の形

質は、葉の縦横比がより大きく、葉柄がより長く、葉の

基部の形が「精雲」は平に対して凸状、葉裂片縁部の重

表３ 「清流の朝」の形態的、生態的特性

清流の朝 対照品種の特性値

形質

特性値 測定値 精雲 岩の白扇

茎の太さ 中 6.3mm 中 中

茎の色 緑 緑 緑

摘心後の分枝性 中 中 中

側蕾の発生程度 少 多 少

節間長 中 20.5mm 中 中

葉身長 中 84.4mm 中 中

葉の縦横比 中 1.35 少 中

葉柄の長さ 長 中 長

葉の基部の形 凸 平 平

葉の先端の形 尖 尖 尖

葉の一次欠刻 深 深 深

葉の二次欠刻 中 中 中

並行 重なり 並行葉裂片縁部の重な

葉柄の着生角度 上向き 50° 上向き 上向き

たく葉の大きさ 中 中 中

花の大きさ 大 121mm かなり大 大

花の厚み 中 40.3mm 中 中

舌状花数 多 314.2 多 多

管状花数 かなり少 31 少 かなり少

管状花の分布 集中 散在 集中

花弁の形 船底弁 船底弁 船底弁

花弁先端部の形 丸い 丸い 尖る

花弁の長さ やや大 53.0mm 中 中

花弁の幅 中 12.5mm 中 中

花弁表面の色 3301(黄白) 3301 3301

花弁裏面の色 3301(黄白) 3301 3301

盛り上がった 盛り上がった 平らな花たくの形
ドーム状 ドーム状 ドーム状

総ほうの位置 正常 正常花弁内に散在

花首の太さ 中 5.8mm やや細 やや細

花首の長さ やや短 43.3mm 短 短

生態分類型 夏秋ギク 夏秋ギク 夏秋ギク

到花週数 ７週以下 ７週以下 ７週以下

注）特性の表記は農林水産省種苗特性分類調査報告書

（審査基準）による

花弁色の数値はJHSカラーチャート№
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清流の朝 岩の白扇 精雲

品種
図２　上位10節の着生側蕾数の品種間差異

側
蕾
数

７月開花

９月開花
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１，２）表４ 「清流の朝」の生育開花と短日処理の影響

作型 品種 消灯後の日長 到花日数 草丈 節数 85㎝重 花径３）

㎝ 節 ｇ ㎝

7月開花 清流の朝 自然日長 61.5d 111.0d 49.7a 71.8cd 9.1a

11.5時間 44.5b 94.6bc 50.2a 52.0a 11.2b

精雲 自然日長 52.3c 107.3cd 48.1a 79.8d 11.3b

11.5時間 45.6b 95.4bc 48.3a 54.2ab 11.5b

岩の白扇 自然日長 47.3bc 114.0d 49.1a 71.3c 11.7b

11.5時間 44.6b 87.9ab 50.9a 49.8a 10.6ab

9月開花 清流の朝 自然日長 49.0bc 88.1b 49.7a 90.4e 10.6ab

11.5時間 43.7b 101.6c 56.2c 71.0c 11.2b

精雲 自然日長 40.3a 99.2c 49.1a 97.7e 11.0ab

11.5時間 42.6ab 104.4cd 49.3a 59.2b 11.0ab

岩の白扇 自然日長 44.1b 80.0a 52.7b 79.7d 10.5ab

11.5時間 44.6b 92.9b 55.9c 59.8b 10.7ab

注１）7月開花は、2004年４月22日に定植し、５月30日に消灯した。9月開花は、2004

年６月28日に定植し、８月５日に消灯した

２）表中のアルファベットはScheffeの多重比較、異符号間に有意差有り（ｐ＜0.05）

３）到花日数は、消灯後開花にいたるまでの日数

なりが「精雲」では重なるのに対し並行で、総ほうの位

置が「精雲」では舌状花弁に混じるのに対し正常である

点であった。また、「岩の白扇」と区別できる形質は、

葉の基部の形が「岩の白扇」は平に対して凸状、花弁先

端の形が「岩の白扇」は尖るに対して丸い、花たくの形

が「岩の白扇」は平らなドーム状に対して盛り上がった

ドーム状、花首の太さが「岩の白扇」はやや細に対して

中、花首の長さが「岩の白扇」は短に対してやや短であ

る点であった。

試験２ 夏期の作型適応性

７月開花と９月開花における３品種の生育開花状況を

表４に示した。供試した３品種の到花日数は、11.5時間

１，２）表５ 「清流の朝」の消灯後の日長と生育開花

日長 到花 草丈 節数
花径

時間 日数 消灯 開花 消灯 開花３）

時間 日 ㎝ ㎝ 節 節 ㎝

11 47.8a 39.4a 80.0a 21.2a 48.0a 11.6a

12 48.4a 39.6a 81.6a 22.0a 49.8a 11.6a

13 54.6b 39.6a 87.8b 21.0a 48.6a 11.5a

14 － 39.2 － 20.2 － －

注１）2004年６月28日に定植、７月26日に消灯し、短日処理を開

始した。調査は９月29日に打ち切り、－は未開花であった。

２）表中のアルファベットは14時間区を除く３区のScheffeの

多重比較、異符号間に有意差有り（ｐ＜0.05）

３）到花日数は、短日処理開始後開花までの日数

の短日区では、両作期において43日から45日で大差を示

さなかった。一方、自然日長区の到花日数は、７月開花

では「清流の朝」が62日、「精雲」が52日、「岩の白

扇」が47日と明らかな品種間差を示した。また９月開花

でも「清流の朝」が49日、「岩の白扇」が44日、「精

雲」が40日と品種間差を示したが、７月開花ほどの差で

はなかった。

節数については、７月開花では品種間に差が見られず、

日長の影響も確認できなかった。９月開花の自然日長区

では「清流の朝」と「精雲」が同じ49節で「岩の白扇」

の53節より少なく、短日区では、「清流の朝」と「岩の

白扇」が56節で「精雲」の49節より多くなった。日長処

理の影響は「清流の朝」で大きく、「精雲」では認めら

れず、「岩の白扇」では両品種の中間であった。

草丈は、７月開花の自然日長区では品種間にほとんど

差は見られず、短日区では「岩の白扇」が他の２品種よ

り短かった。更に、自然日長区では３品種とも短日区よ

り長くなった。９月開花では、自然日長区、短日区とも

「精雲」が長く、「清流の朝」、「岩の白扇」の順に短

くなった。また日長区間では３品種とも自然日長区より

も短日区で長くなった。作期の影響については、自然日

長区では７月開花区で９月開花区より長くなり、短日区

では逆に７月開花区で９月開花区より短くなる傾向を示

した。

長さを85㎝に調整した切り花重は、９月開花の短日区

では、「清流の朝」が供試品種の中で最も重くなった。

これ以外の区では「精雲」が最も重く、次に「清流の

朝」、「岩の白扇」の順に軽くなる傾向を示した。両作

期とも自然日長区が短日区よりも重くなった。作期の影
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響については７月開花より９月開花の方が重かった。

花径は、７月開花の自然日長区で「清流の朝」がやや

小さかった他は品種間、日長間、作期で一定の傾向を示

さなかった。

試験３ 花芽の分化発達期の日長と「清流の朝」の生育

開花

光中断処理後の日長時間が「清流の朝」の開花、切り

花形質に及ぼす影響を表５に示した。到花日数は、日長

が11時間区と12時間区の間では約48日でほぼ同じであっ

たが、13時間区になると11時間区より１週間程度遅れた。

14時間区では、光中断を止めて65日目の９月29日の調査

打ち切り日において、発雷は見られたが開花したものは

なかった。

草丈は、11時間区及び12時間区では、差がなく、13時

間区では高くなり、上位の節間が間延びしているように

観察された。節数及び花径は、日長が11時間から13時間

の区間ではほぼ同じであった。

考 察

白花一輪ギクの周年生産において一翼を担っている

夏秋ギク「岩の白扇」は、無側枝性により摘蕾作業を

軽減でき、草姿や花形に優れた品種である。一方、奇

形花の発生や草勢が弱いなどの欠点も目立つ品種であ

る。そこで、「岩の白扇」と同様に無側枝性を示し、

切り花の品質が安定している品種の育成に愛知花き連

きく部会と共同で取り組んだ。

無側枝性の夏秋ギク品種「銀峰」を子房親に、当場

で育成された草姿と花型に優れた夏秋ギク系統「99-JM

-05」を花粉親に用いて交配した結果、「岩の白扇」よ

りも無側枝性が強く発現し、切り花形質も表２に示し

たように「岩の白扇」や「精雲」と同等以上の系統

「00-J-10-97」が得られた。「00-J-10-97」について

は市場性についても検討し、一応の評価が得られたの

で「清流の朝」と命名し2004年９月に品種登録を申請

した。

無側枝性については、筆者らが1999年に無側枝性品

種「銀峰」と側枝の発生する「精雲」や「サマーイエ

ロー」を交配し得られたF世代について試験したところ1

約10％の個体が無側枝性であった。このことから無側

枝性は、子孫に遺伝すると考えられる 。今回の試験６）

でも図２に示したように、「清流の朝」の無側枝性は

「銀峰」から継承された形質で、７月開花と９月開花

のいずれの作期でも「岩の白扇」より強く発現するこ

とが明らかとなった。

「清流の朝」の特性調査は、試験２では夏秋ギクの栽

培で環境条件の影響を受けやすい花芽分化や発達の時期

が最も長日の７月開花と最も高温の９月開花で行った。

７月開花の作期では、「清流の朝」始め３品種とも、

違った日長区間において節数が同じであったので、花芽

分化をほぼ同じ時期に始めており、比較的長い日長条件

で花芽が分化すると推察される。一方、到花日数は自然

日長条件よりも11.5時間の短日条件で短くなったことか

ら、花芽の発達には短日が適している。日長区間におけ

る到花日数の差の大きさから花芽の発達に適する日長は、

「清流の朝」が最も短く、「岩の白扇」が最も長いと考

えられる。これに対し９月開花の作期では、節数につい

て「精雲」では日長の影響が見られず「清流の朝」と

「岩の白扇」では短日区で自然日長区よりも多かった。

これは、短日区ではシルバービニルで被覆するため気温

が高くなったことに起因する可能性がある。なお、到花

日数は３品種とも日長区間で明らかな差を示さなかった

が、短日区で自然日長区より多くなった節数を考慮する

と、「清流の朝」と「岩の白扇」の花芽の発達には短日

が適しているといえる。特に「清流の朝」については試

験３で光中断処理後における日長が生育に及ぼす影響を

調査したが、到花日数は12時間区より13時間区で顕著に

長くなり、節数は13時間以下の区間ではほぼ同じであっ

たので、花芽の発達に適する日長の限界は12時間以上13

時間未満と推察できる。現在「精雲」が夏期の栽培に最

も適していると考えられているが、これは開花が遅延し

ない限界日長が14時間である ことと花芽の分化発達に７）

対する高温の影響が比較的小さいことによると考えられ

る。

草丈については、７月開花の自然日長区を除いた他の

区で「清流の朝」は「精雲」と同等か、やや短い傾向を

示し、「岩の白扇」より長い傾向を示した。切り花の85

㎝重は「精雲」が最も良く、次いで「清流の朝」となり、

概して「精雲」が重く、「岩の白扇」が軽く、「清流の

朝」は両者の中間となった。草丈と85㎝調整重からみた

「清流の朝」のボリュームは、「精雲」よりやや劣るが、

「岩の白扇」にはやや優るといえる。また花径について

も「岩の白扇」や「精雲」に遜色ないといえる。

以上のことから、「清流の朝」は、現在の主力品種

「岩の白扇」と比較して、無側枝性が強いので摘蕾作業

を一層軽減できるとともに、茎が伸びやすくボリューム

もできる作りやすい品種といえる。しかし、花芽の発達

期の適日長限界が13時間未満と推察されるので、７月か

ら９月に切り花を得るためには短日処理が必要である。

本県の渥美半島を中心とする白一輪ギクの主産地では、

カーテンの自動開閉装置を装備した栽培施設が多いので

「清流の朝」は普及すると考えている。

筆者らと愛知花き連きく部会が共同して育成した「清

流の朝」が、今後、多くのキク生産者の経営安定に資す

ることを祈っている。

：本品種の育成に当たっては、愛知みなみ農業協同謝辞

組合営農指導部品種開発課、愛知県経済農業協同組合連

合会営農支援センター、県内各農業改良普及課の協力を

得た。ここに記して、これら関係者各位に厚く感謝の意

を表する。
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育成者と従事期間

本品種育成に関与した担当者と、その従事年数を表６

に示した。

表６ 「清流の朝」の育成担当者と従事期間

氏 名 従事期間 現所属

奥村義秀 2000.11～2004.２ 東三河農業研究所

大石一史 2000.11～2003.３ 園芸研究部

森岡公一 2000.11～2002.３ 環境基盤研究部

田中英樹 2002.４～2004.２ 東三河農林水産事務所

酒井広蔵 2002.４～2003.３ 園芸研究部

小久保恭明 2002.４～2003.３ 東三河農林水産事務所

西尾譲一 2003.４～2004.２ 東三河農業研究所
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