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花芽分化期の高温遭遇がスプレーカーネーションʻチェリーテッシノʼの
切り花品質に及ぼす影響
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緒

不足による生理的飢餓によって生育が抑制された

言

り，品質が劣化したりする7)。一方，ブラインドは

カーネーション（Dianthus caryophyllus L.）は地

土壌水分の不足や過剰，光量不足，低温，高温など

中海沿岸地域原産とされるナデシコ科の量的長日植

の不良環境下で生じるとされている1)。しかし，寒

物であり，冷涼な気候を好み，四季咲き性をもつ4)。

冷地の夏秋切り作型におけるスプレーカーネーショ

花色や花形が豊富であることから切り花や鉢物とし

ンの高温障害に関する知見はほとんどみられず，ま

て人気が高く，日本における切り花の出荷量（令和

た，
ブラインドの生じる不良環境の程度や遭遇期間，

⚒年度）はキクに次ぐ 20,610 万本である3)。夏秋期

その影響を受ける生育段階などは明らかにされてい

は長野県や北海道などの寒冷地から，冬春期は愛知

ない。

県や千葉県，兵庫県などの温暖地から出荷される。

本研究では，花芽分化期の高温遭遇がブラインド

その種類は一茎一花のスタンダートタイプと，それ

を誘導すると仮定して，植物材料にスプレーカー

らから派生した一茎多花のスプレータイプに大別さ

ネーションの主要品種であるʻチェリーテッシノʼ

れる。

を用い，花芽分化期における⚑，⚒，⚓または⚔週

地球温暖化はすでに作物の収量や品質に影響を及
ぼし，花き生産においても高温に適応できる品種の
開発や栽培技術の確立が望まれている。北海道にお
けるカーネーション切り花の施設栽培では主に⚑月
から⚕月までに定植され，⚖月から 11 月までに採

間の高温遭遇が切り花品質に及ぼす影響を調査し
た。
材料および方法
植物材料としてʻチェリーテッシノʼ
（㈱ミヨシ）

花・出荷される。このような夏秋切り作型では生殖

を供試し，試験には酪農学園フィールド教育研究セ

成長期が高温期と一致する。一方，近年，道内の切

ンター（北海道江別市）のガラス室およびファイト

り花産地ではスプレーカーネーションにおいて，本

トロンを使用した。2018 年⚔月⚖日に育苗用培土

来花芽が着生すべき部位に花芽が形成されないブラ

を充填した 7.5 cm 黒色プラスチック製ポットに苗

インドの発生が報告されているが，その原因は不明

を植え付け，ガラス室（⚕月⚘日まで 10℃で加温，

である。

それ以降無加温）で管理した。⚕月⚑日に市販の培

カーネーションの高温障害として，萼割れや着花

養土に窒素 10％，リン酸 10％，カリウム 10％，マン

節数の増加，ブラインドの発生，側枝の萌芽不良，

ガン 0.5％，ホウ素 0.25％を含む化成肥料（LY フ

花色の不鮮明，小輪化が挙げられる 。カーネー

ラワー S666E，ホクレン）と過リン酸石灰を土 1 L

ションの光合成速度は 16～18℃で最大となり，それ

当たりそれぞれ 1 g または 1.5 g を混和した土を充

以上では低下する 。また，高温下では呼吸量が増

填したプランター（幅 64 cm，奥行き 23 cm，高さ

大して同化産物の消耗がすすむため，光合成産物の

18.5 cm）にポット苗を⚔株ずつ定植した。⚕月⚘

2)

6)
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Fig. 1. Outline of experiment. (A) Carnation ‘Cherry Tessino’ at the flower bud differentiation stage used for
treatment. Bar=10 cm. (B) Phytotron with rooms set at 25℃ (day temperature) / 20℃ (night
temperature) labeled as Control room and 35℃ (day temperature) / 30℃ (night temperature) labeled
as High temperature room. (C) Changes in room temperature in Control room and High temperature
room.

日に⚕節残して摘心し，その後適宜⚔本仕立てにし
た。灌水は週に⚓回行い，
週に⚑度液体肥料
（トミー
液肥 046（窒素 10％，リン酸⚔％，カリウム⚖％）
，
片倉コープアグリ㈱）
を 800 倍に希釈して施用した。
頂芽は着蕾しているが側枝に発蕾がみられない生
育段階の株（Fig. 1A）を⚗月 10 日に相対湿度 70％
に 設 定 し た フ ァ イ ト ト ロ ン（コ イ ト ト ロ ン 3S315A，コイト電工㈱）に搬入して高温処理を行った
（Fig. 1B）
。試験には昼温（⚕時～17 時）を 25℃，夜
温を 20℃に設定した対照区と，昼温を 35℃，夜温を
30℃に設定した高温区を設け，それぞれ⚑，⚒，⚓
または⚔週間処理した。処理期間中，対照区では⚒
日に⚑度，高温区では毎日灌水した。高温処理を終
えたプランターは順次ガラス室へ移動した。頂芽は
開花時に摘除した。⚘月 12 日から⚘月 24 日までの

Fig. 2. Cut flowers of carnation ‘Cherry Tessino’ of
normal (left), abnormal flowering order (center),
and blind (right). Bar=10 cm.

間に概ね⚓輪が開花した切り花を採花し，
切り花長，
切り花重，最長側枝の側枝長，花蕾数を調査した。
試験は⚓反復行った。

結果および考察

ファイトトロン内の室温をデータロガー（TR-

概ね⚓輪が開花した切り花を採花し，切り花品質

51i，㈱ティアンドデイ）で測定したところ，室温は

を調査した（Fig. 2，Fig. 3）
。切り花長について，⚑

概ね設定通りに保たれていた（Fig. 1C）
。

週間処理では対照区が 73.1 cm，高温区が 64.7 cm
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Fig. 3. Effect of high temperature conditions of 1, 2, 3, and ⚔ weeks at flower bud differentiation stage on
cut flower quality in spray type carnation ‘Cherry Tessino’. * and ** indicate significant difference at
P<0.05 and P<0.01 by t-test, respectively. NS, not significant. Bars indicate SEs (n = 3).

であり，高温区の切り花は対照区と比較して有意に
短かった。⚒，⚓または⚔週間処理でも高温区は対
照区と比較して有意に短かった。切り花重について
は，⚑または⚒週間処理では試験区間で明らかな差
がみられなかったものの，⚓週間以上高温に遭遇し
た株の切り花は対照区と比較して有意に軽かった。
側枝長について，⚑週間処理では対照区が 22.1 cm，
高温区が 18.2 cm であり，高温区は対照区と比較し
て有意に短かった。⚒，⚓または⚔週間処理でも同
様であり，高温に遭遇する期間が長いほど短くなる
傾向がみられた。花蕾数について，⚓週間高温に遭
遇した株の切り花は 4.7 個，⚔週間の高温遭遇では

Fig. 4. Rate of physiological disorder found in spray type
carnation ‘Cherry Tessino’ treated in high
temperature conditions of 1, 2, 3, and 4 weeks at
flower bud differentiation stage.

4.8 個であり，いずれも対照区の 6.4 個と比較して
有意に少なかった。

蕾しない切り花も多くみられた（Fig. 2，Fig. 4）
。ブ

スプレーカーネーションʻチェリーテッシノʼの

ラインドが生じる節は一様ではなく，下位，中位ま

小花は，通常，下位節から上位節に向かって順に開

たは上位節でみられ，これは高温遭遇時における花

花する（Fig. 2）
。⚑週間の高温遭遇では開花順序が

芽の生育段階の違いによるものと考えられた。

逆転する開花順序異常がみられ，また，ブラインド

高温条件下では，光合成能力の低下と呼吸の上昇

も確認された（Fig. 2，Fig. 4）
。⚒週間の高温遭遇で

によって光合成産物が減少し，生育量の低下が引き

はブラインドの発生率が高まり，⚓または⚔週間で

起こされるが，高温下の茎の伸長不足はその典型と

は大半の切り花でブラインドが生じ，複数の節で着

言える5)。スタンダードタイプのカーネーションを
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30℃で 11 週間栽培したところ，地上部および地下

らかではない。そこで，花芽分化期における高温遭

部の生育が抑制され，また，無機成分の吸収も⚒割

遇がスプレーカーネーションʻチェリーテッシノʼ

から⚓割低下したとの報告がある 。本研究におけ

の切り花品質に及ぼす影響を調査した。高温処理に

る 35℃，⚑週間の高温処理による切り花（主茎）や

はファイトトロンを用い，昼温 25℃，夜温 20℃の対

側枝の伸長不足は同化産物の低下によるものと言

照区と，昼温 35℃，夜温 30℃の高温区を設け，それ

え，特に側枝では伸長する生育段階で高温に遭遇し

ぞれ⚑，⚒，⚓または⚔週間処理した。その結果，

たことから，
高温の影響が強く表れたと考えられる。

⚑週間以上高温に遭遇した切り花では切り花長およ

7)

カーネーションにおけるブラインドの発生率は品

び側枝長が対照区と比較して有意に短かった。ま

種間差が大きく1)，スタンダードタイプのʻタンガʼ

た，⚓週間以上高温に遭遇した切り花では花蕾数が

やʻフランセスコʼでは高温とその他の環境要素が

対照区と比較して有意に少なかった。本研究の結果

複合してブラインドが生じる2)。本研究では，高温

から，
ʻチェリーテッシノʼは花芽分化期に昼温

遭遇期間が長いほど花蕾数が少なく，また，生理障

35℃，夜温 30℃の高温に⚓週間遭遇することでブラ

害の種類も開花順序異常から，より障害の程度の重

インドが顕在化することが明らかになった。

いブラインドへ移行した。これらのことから高温に
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Summary
The establishment of production techniques for cultivating flowers, considering the changes brought about by
global warming is necessary. Cut flower carnations (Dianthus caryophyllus L.) are planted from January to May,
and they are harvested from June to November in Hokkaido, Japan. Recently, there are a few cases of blind from
cut flowers produced in spray type cultivars in Hokkaido production areas. The reason of this phenomenon
remains to be unclear, therefore we conducted a test to confirm the temperatures that may produce blind in short-
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and long-term treatment. The treatments of spray type carnation ‘Cherry Tessino’ were conducted in a high
temperature room set at 35℃ (day temperature) and 30℃ (night temperature), and in a control room set at 25℃
(day temperature) and 20℃ (night temperature), in a span of 1, 2, 3, and 4 weeks, respectively. Cut flower lengths
and lateral branch lengths of cut flowers exposed to high temperatures for more than one week were significantly
shorter than those untreated. The number of flower buds on cut flowers exposed to high temperatures for 3 or 4
weeks was significantly lower than that on untreated cut flowers. As a result of this experiment, it was clarified
that blind occurs when spray type carnations in the flower bud differentiation stage are exposed to 35℃ (day
temperature) and 30℃ (night temperature) in a span of 3 weeks in the high temperature room.

