
栽培時の遮光処理がキク切り花の日持ちと

植物体内中の糖含量に及ぼす影響
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摘要：キク切り花の日持ちと糖との関連を明らかにするため、生殖成長期の遮光処理がキ

ク切り花の日持ちと植物体中の糖含量に及ぼす影響を調査した。

秋ギク‘神馬’の電照栽培において、電照打ち切り後22日目と32日目以降を遮光率45％

の条件下で栽培した切り花の日持ち期間は、無処理区の38日に対し、それぞれ25日及び29

日となり、生殖生長期の遮光により日持ち期間が短くなることが明らかとなった。日持ち

調査開始前の糖含量は、舌状花では遮光処理による差はみられなかったが、葉と茎では遮

光により大きく減少した。以上のことより、キク切り花の日持ち期間は、葉と茎に蓄積さ

れる糖含量が多いほど長くなることが推定された。
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Effects of Light Shielding Treatment during Cultivation on
Vase Life and Sugar Content of Cut Chrysanthemum

ISHIKAWA Takashi, NISHIO Joichi and ICHIMURA Kazuo

Abstract: To clearify the relationship between the vase life and sugar content of
chrysanthemums, we investigated the effects of light shielding treatment during
reproductive growth on vase life and sugar content in cut chrysanthemums
(Chrysanthemum morifolium Ramat.).
The fall flowering-type cultivar 'Jinba', which was grown in light culture, was kept

under a condition of light shielding at a rate of 45% 22 and 32 days after stopping
night lighting. The vase life of cut chrysanthemums cultivated under non-light
shielding condition was 38 days. However, the vase life values of cut chrysanthemums
kept under a condition of light shielding at a rate of 45% 22 and 32 days after stopping
night lighting were 25 and 29 days, respectively. We found that light shielding
treatment during reproductive growth shortens vase life. Before the vase life test, there
was no difference in the sugar content of ray florets of cut chrysanthemums between
the plants subjected and not subjected to light shielding treatment. However, the sugar
contents of leaves and stems of cut chrysanthemums decreased remarkably owing to
light shielding treatment. These results show that the vase life of cut chrysanthemums
increases, as the sugar contents of their leaves and stems increase．

Key Words: Chrysanthemum, Light shielding, Vase life, Sugar content
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緒 言

キクの生産量は、葬儀を中心とした業務需要に支えら

れ、年間を通じて堅調な消費が見込まれることから平成

９年まで増加してきた 。しかし、最近になって業務需1)

要の低迷や海外からの輸入などにより、国内のキク需要

は頭打ちとなり、キク価格や生産者の収益性は低下傾向

にある。そのため、業務需要だけでなく、家庭消費にも

販路を求め、需要の拡大を図ることが急務となっている。

辻 は消費者アンケートをもとに消費者の切り花購買2)

行動を調査したところ、消費者は単に価格が安いだけで

購入するのではなく、日持ちの良さ、新鮮さそして新規

性等を重視することを明らかにしている。したがって、

家庭消費を増加させるには、日持ちや鮮度に優れた切り

花を消費者に提供することが重要となってくる。

キクの日持ちについて、船越 は詳細な試験を行い高3)

温、弱光条件下で栽培されたキク切り花の日持ちは、茎

の維管束部の発達が悪化するため、著しく低下すること

を明らかにし、光条件が日持ち性を左右する主要な要素

であることを示唆している。

また花き類の日持ちについて、市村らはバラ やキン4)

ギョソウ 切り花において生け水中にスクロースを添加5)

することにより、花弁中の糖含量が多くなり、花持ち期

間が長くなることを明らかにしている。このように切り

花類の日持ちについては、光合成あるいは光合成産物が

深く関わっていることが示唆されている。

そこで、本研究では栽培時に遮光処理を行い、切り花

の日持ちと植物体内中の糖含量の関係について調査した

ところ、両者の間に密接な関連があることが明らかにな

ったので報告する。

材料及び方法

１ 供試材料及び試験区

日持ち性及び分析に供した材料には、愛知県農業総合

試験場東三河農業研究所のガラス温室にて栽培した秋ギ

ク品種‘神馬'を用いた。

試験区は遮光処理の開始時期で、摘蕾期後に遮光する

区（以下、摘蕾期処理区）、破蕾期後に処理する区（以

下、破蕾期処理区）及び無処理の３区を設けた。遮光処

理期間は、摘蕾期処理区では蕾の大きさが５mm程度に達

した９月６日、すなわち電照打ち切り後22日目から開花

始期の10月１日まで、破蕾期処理区では花弁が見え始め

た９月16日、すなわち電照打ち切り後32日目から開花始

期の９月29日までとした。遮光資材には、黒寒冷紗１枚

（商品名：クレモナ寒冷紗#600）を用い、チャンバー内

（W80cm×L210cm×H120cm）の上部と側面の５面を覆っ

た。この時のチャンバー内の遮光率はおおよそ45％であ

った。また、ガラス温室内の平均気温は９月６日から９

月16日までが29.7℃、９月16日から９月30日までが26.4

℃で、チャンバー内の温度はガラス温室内より0.5～１

℃低く推移した。供試株数は１区20株とした。

耕種概要は2005年６月13日に挿し芽を行い、６月24日

に発根苗をカーネーション培土（ミカワミクロン社製）

を用土として、プランター（W18cm×L60cm×H15cm)に10

株ずつ定植した。定植日以降は、22時から２時まで100W

白熱灯の電照下で栽培し、８月15日に電照を打ち切った。

電照打ち切り後は18時から６時の間、シルバービニルカ

ーテンで覆い12時間日長とした。肥料には粒状緩効性肥

料（商品名：IB化成S１号（N:10％､P O :10％､K O: 102 5 2

％)）を用い、６月24日に１株あたり３ｇ、８月22日及

び９月６日に1.5ｇ施用した。

２ 日持ち期間、切り花の新鮮重及び吸水量に関する調

査

(1) 材料の調整

収穫はキクの切り前が３から４分咲き時に行い、地際

部より採花した切り花をダンボール箱に詰め、(独)農業

・生物系特定産業技術研究機構花き研究所（現：農業・

食品産業技術総合研究機構花き研究所）へ常温で郵送し

た。採花した日時は、破蕾期処理区と無処理区が９月29

日の午後３時、摘蕾期処理区が10月１日の午後３時であ

った。採花から花き研究所に到着するまでの時間は約19

時間､輸送時における切り花の水分消失率は、摘蕾期処

理区が5.3％、破蕾期処理区が5.0％、無処理区が4.7％

であった。到着後は直ちに切り花を約70cmに切り揃え、

２時間水揚げした後、再び切り花長45cmに切り揃え、基

部約15cmの下葉を取り除いた。

(2) 調査方法

調整した切り花を蒸留水約500mLの入ったビーカーに

生け、温度23℃、相対湿度70％、明期12時間そして光強

度10μmol･m ･sec に制御した蛍光灯を光源とする実験-2 -1

室内に置いて、日持ち期間、切り花の新鮮重及び吸水量

を調査した。なお切り戻しは行わず､ビーカー内の水が

200mL程度になった時に蒸留水を補給して500mLにした。

日持ち期間は、葉または花が萎れ観賞価値を失うまで

のとした。切り花の新鮮重及び吸水量は日持ち調査開始

日から２日毎に14回、花径は日持ち調査開始21日後、花

重は日持ち調査開始前と21日後に調査した。試験規模は

１区６本とした。

３ 糖含量の測定

舌状花、葉及び茎中のグルコース、フラクトース及び

スクロースの濃度を日持ち調査開始前と３週間後に、舌

状花ではHPLC法、葉と茎では比色法にて定量した。

(1) HPLC法

新鮮重１ｇに80％エタノール10mLを加え、80℃にて20

分間浸漬した。室温にて冷却した後、内部標準液として

５％ソルビトールを50μLを加え、ホモジナイザーで充

分破砕した後、遠心分離によって上澄み液を回収した。

さらに、残渣に80％エタノール５mL を加え、遠心分離

によって上澄み液を回収する操作を２回行い、１回目の

上澄み液と合わせ、40℃の減圧条件下で濃縮乾固させた。

乾固試料を蒸留水１mLで溶解した後、Sep-Pak Ｃ18カー

トリッジ(Millipore,Milford)に注入し、蒸留水約２mL

で洗浄、溶出した。溶出液は、40℃の減圧条件下で再度

縮乾固させた。乾固試料を蒸留水１mLで溶解した後､
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表１ 栽培時の遮光処理が開花及び切り花形質に及ぼす影響

表２ 栽培時の遮光処理が日持ち、花径及び花重に及ぼす影響

図１ 日持ち調査時における切り花新鮮重の推移 図２ 日持ち調査時における切り花の吸水量の推移

縦棒は標準誤差(n=6) 縦棒は標準誤差(n=6)
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処理時期 収穫日 到花日数 茎  長 節  数 切り花重1)

（月/日) (日) (cm) (節) (ｇ/本)

摘蕾期 9/30 46.3a 85.8a 56.6a 38.9a

破蕾期 9/29 44.6b 85.1a 55.8a 36.4a

無処理 9/28 44.1b 84.8a 55.1a 36.3a
1)切り花長45cm、下葉15cm除去

2)アルファベットはBonferroniの多重比較、異符号間に有意差あり(p<0.05)

日持ち 花 径1) 　　花　重2)

処理時期 期　間 0W 3W
(日) (cm) 　　(ｇ/花)

摘蕾期 24.7a 11.2a 5.2a 14.8a

破蕾期 28.7b 11.1a 5.6a 16.4a

無処理 38.2c 11.9b 6.1a 19.8b
1)日持ち調査開始３週間後に計測

2)日持ち調査開始前と３週間後に計測

3)アルファベットはBonferroniの多重比較、異符号間に有意差あり(p<0.05)

酢酸セルロースフィルター(0.45μm、ADVAVTEC)に通し

不純物を除去した後HPLCに供した。HPLCに使用したカラ

ムはShodex-SUGAR SP810(昭和電工)、検出器はRI1530

(JASCO)とした。

(2) 比色法

葉と茎の糖含量は、HPLC法ではピークを分離できず定

量できなかったため、F-kit(BOEHRINGER MANNHEIM)を

用いた比色法で定量した。試料に供した部位は、葉では

最上位葉から９枚目と10枚目の２葉を、茎では９枚目と

10枚目の節間部とした。試料の調整方法は、内部標準液

を加えない以外は、HPLC法と同じとした。

結 果

１ 遮光処理と生育、開花

開花は、摘蕾期処理区では無処理区に比べ約２日遅れ

たが、破蕾期処理区では差がなかった。茎長、節数及び

切り花重は処理の有無にかかわらず区間に差がみられな

かった(表１)。

２ 日持ち期間、花径及び花の新鮮重

日持ち期間は、無処理区の38日に対して、摘蕾期処理

区では25日、破蕾期処理区では28日と、遮光処理時期が

早いほど短くなった。切り花の観賞価値消失は、全て花

の萎れであり、葉の萎れあるいは黄化は認められなかっ
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図３ 栽培時の遮光処理が各器官の糖含量に及ぼす影響

０W：日持ち調査開始前、3W：日持ち調査開始３週間後
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た。花径は遮光により小さくなったが、遮光の２区間に

差はみられなかった。花重は、日持ち調査開始前では区

間に差がみられなかったが、３週間後では遮光区はいず

れも無処理区に比べ軽かった。しかし、両遮光区間に差

はみられなかった（表２）。

３ 日持ち調査時における切り花の新鮮重及び吸水量の

推移

切り花の新鮮重の推移は、遮光区と無処理区の間に顕

著な差が認められた。すなわち、無処理区では日持ち調

査開始前に比べ最大37％増加したのに対し、遮光した２

区ではともに約25％の増加に留まった。また、摘蕾期処

理区では20日目、破蕾期処理区では24日目、無処理区で

は26日目より減少し始め、その減少率は、遮光処理時期

が早いほど大きかった（図１）。

遮光した２区の吸水量は、日持ち調査開始８日目まで

は無処理区より少なかったが、12日目以降は逆転し、か

つ遮光処理時期が早いほど多くなった（図２）。

４ 植物体の糖含量

舌状花の糖含量は、日持ち試験開始前では区間に大差

はなかったが、３週間後では摘蕾期処理区が無処理区の

42％、摘蕾期処理区が66％に留まり、遮光処理時期が早

いほど少なかった。また、花全体でみると３週間後の糖

含量は各区ともに日持ち調査開始前と比べ増加した。そ

の増加率は、摘蕾期処理区が16％、破蕾期処理区が95％、

無処理区が300％と、遮光処理時期が早いほど増加率は

小さくなった。糖の成分比率でみると、各区ともに、フ

ラクトースの占める割合が高く、３週間後ではさらにそ

の比率が高まった（図３）。

葉の糖含量は、日持ち調査開始前では摘蕾期処理区が

無処理区の30％、破蕾期処理区が41％に留まり、遮光処

理時期が早いほど明らかに少なかった。一方、３週間後

ではいずれの区も大幅に減少した。その減少率は無処理

区が最も大きく、次いで破蕾期処理区、摘蕾期処理区の

順となり、区間の差が縮小した。日持ち調査開始前にお

ける糖の成分についてみると、各区ともにスクロースの

占める割合が大きく、その割合は遮光処理期間が早いほ

ど高かった。茎の糖含量も、葉と同様な傾向を示し、摘

蕾期処理区では無処理区の22％、破蕾期処理区では36％

に留まった。また、葉と比較すると、糖含量が２から３

倍高かった（図３）。
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考 察

栽培時の光条件と日持ちあるいは植物体中の糖含量の

関係について、William らは、ユリ切り花において遮光6)

率が高いほど茎葉中の糖含量が少なくなることを、また

Tanase らはポットのデルフィニウムにおいて光量子束7)

密度が低いほどがく片中の糖含量が少なくなり、花持ち

期間が短くなることを明らかにしている。また、花の大

きさと糖の関係については、糖は花弁の細胞の肥大を促
8) 9)進して花を大きくする効果があるとされており 、小山

はカーネーション切り花で、市村ら はバラ切り花にお10)

いて生け水中にスクロースを添加すると花径が大きくな

ることを明らかにしている。本試験においても、茎葉中

の糖含量が少ない遮光区のキク切り花は、無処理区に比

べ日持ち期間が短く、そして花径が小さくなることが確

認された。これらのことは、キク切り花の日持ち期間の

延長や花径の大きさに対して、葉や茎に蓄積される糖含

量が大きな役割を果たしていることを示唆するものであ

ると考えられる。

したがって、実際の栽培場面では高温期の遮光処理や

寡日照期では日持ち期間が短くなることが懸念される。

今後植物体の糖含量の季節的変動を調査し、茎葉中の糖

含量と日持ちの関係を明らかにする必要がある。その上

で、茎葉中の糖含量が少ない時は、補光あるいは生け水

中への糖の添加等の対策を講ずる必要があると考えられ

る。

切り花後の茎葉中の糖の動向について、小山 らは、11)

カーネーションの蕾切りにおいて、花弁、葉及び茎の各

器官にフルクトース、グルコースそしてスクロースが含

まれ、葉に含まれる糖が花弁へ移動することを報告して

いる。本研究では、日持ち調査３週間後の糖含量が、葉

と茎では開始前より大幅に減少したのに対して、花全体

では増加した。これは、キク切り花においては葉だけで

なく茎に含まれる糖が舌状花に転流したためと考えられ、

葉及び茎が糖の供給器官として重要であることを示唆す

るものである。

キクに含まれる糖の種類について、Adachi らは茎に12)

はフルクタンという糖が多く含まれ、その糖は開花にと

もなって急速に減少し、開花後にはほとんどなくなるこ

とを明らかにしている。本研究においては、フルクタン

の動向は明らかでないが、茎葉中には主にスクロースが、

舌状花中にはフラクトースとグルコースが多く含まれて

いた。このことは、糖は茎葉中ではスクロースとして貯

蔵され、花へ移動する際にはフラクトースとグルコース

に分解されることを示唆するものであると考える。

キク切り花の日持ちの客観的評価に関して、山下 ら13）

は、葉中のアスコルビン酸量が､また船越 らは茎中のN/3)

Ca比が指標となりうることを指摘している。本試験にお

いては、花持ちで見た日持ち性の低下と葉と茎の糖、特

にスクロース含量の減少がよく一致していたことから、

葉と茎のスクロース含量が花持ちの指標となるものと考

える。今後、茎葉中の糖含量と日持ち期間の関係を明確

にすることで、新しい日持ち評価法の開発が可能になる

ものと期待される。

吸水量は、日持ち調査後半に遮光処理の切り花で多く

推移する現象が認められた。この理由は、遮光により低

下した気孔の開閉機能が時間の経過とともに回復し、遮

光による葉面積の増加と相まって、後半の蒸散量が多く

なったものと推察されるが、本試験の範囲内では明らか

でない。

以上の結果から、キクの電照栽培において、茎葉中に

蓄積される糖含量が減少すると、舌状花へ転流する糖が

減少するため、切り花の日持ち期間が短く、また花径が

小さくなることが明らかとなった。
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