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キクの品種と生態

金城栄子

(沖縄県農業試験場園芸支場）

ＥｉｋｏＫＩＮＪｏ：CultivarsandecologicalfeaturesofCrysanthemum

に次ぐ全国第２位の地位を維持してきた。しかし、冬

春期の集中出荷は労力の配分、市場対応、農家経営、

輸送等で改善が求められており、それに伴う品種の選

定が急がれている。

本文では開花生態から見た品種群について述べ、今

後育成開発が期待される品種群についてふれてみたい。

はじめに

沖縄県におけるキク切り花栽培は昭和38年頃からと

いわれ、正月用の県内消費を見込んだ栽培であった。

県外出荷を目標とした栽培は、沖縄県が本土復帰し植

物防疫の制約が解除になった後で、昭和50年の１億9,2

00万円の生産額は、昭和55年11億7,500万円、昭和60年

61億4,900万円、平成２年109億8,000万円と、他に類を

みない生産拡大がなされ、平成６年は132億4,500万円

で、花き総生産額の69％、切り花総生産額の77％を占

める最も重要な品目である。

このような順調な生産拡大の背景には、社会情勢、

気象条件等の諸々の要因が上げられるが、キクの特性

も大きな要因と思われる。キクは北は北海道から南は

沖縄に至るまで各地で栽培され、気象適応性が極めて

高く、しかも排水が良ければ士質を選ばず、土壌適応

性も高い。しかもキク切り花は花もちが良く、稽古花、

家庭花、仕事花と用途は広く最も大量に消費されてい

る品目である。わが国における平成４年度のキク生産

額は954億円で、花き類の総生産額6,018億円の16％、

切り花類生産額2,793億円の34％を占め、第２位のバラ

309億円、第３位のカーネーション287億円を大きく引

き離し、生産量（出荷本数19万6千万本)、生産額とも

第１位である。このようにキクはわが国で最も重要な

品目であるがゆえに、いいものを作れば確実に売れる

生産過剰の少ない品目で、沖縄県においても順調な生

産拡大がなされ、今後も発展の期待できる品目である。

沖縄県のキク切り花栽培は夏期の高温、台風、干ば

つ等の不利な条件を避け、冬期の暖かさと他作目には

不利な寡日照はキクの生育、草丈伸長を助け、露地で

高品質な切り花栽培が可能な有利性を生かし、しかも

市場性の高い品種の選定と栽培技術によって、愛知県

１．キクの来歴と栽培経過

奈良時代に中国より伝えられたキクは、江戸時代に

盛んに品種改良され、「江戸ギク」、「駿河ギク｣、「伊

勢ギク｣、「嵯峨ギク｣、「肥後ギク」等各地域に特徴の

ある品種が育成され、広く観賞用として栽培されてき

た。明治時代には、房州や三浦で中小輪の夏ギクや寒

ギクの切り花栽培が行われたが、本格的な栽培は大正

中期にアメリカから切り花用品種が導入され、温室切

り花栽培が行われるようになってからである。

アメリカから導入されたキクは、従来の日本ギクに

対して洋ギクと呼ばれた。これらの品種は華麗な花色、

花姿で洋花としての用途には適したが、そのころ最も

需要の多かった伝統的な生け花としては、草姿が不適

であったことと輸送性に欠け、露地栽培では困難な品

種が多い等の理由で、わが国の風土と好みにあった切

り花用品種の育成が行われた。

夏ギクはもともと中小輪で、花形はデコラタイプあ

るいはボンボン咲きに限られていたが、花形の改良の

ために秋ギクとの交雑が重ねられ、抱え咲きや、管咲

きの大輪の品種が育成された。

昭和５年アメリカで開発された秋ギクのシェード栽

培は、長野県を中心に普及され、昭和12年には電照栽

培が試みられ、昭和23年頃渥美地方を中心に普及され

た。一方、長野県では霜害を避けるため、早咲きの選
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抜がなされ、９月咲き、８月咲き、７月咲きの品種が

育成された。その結果、花芽分化に15℃以上の高温を

要する秋ギクの促成栽培は、低温で花芽分化する夏ギ

クに代わり、短日処理に労力を要する秋ギクのシェー

ド栽培は減少し、７月咲き、８月咲き、９月咲きの品

種が普及した。

このように開花期の異なる品種が豊富に育成され、

簡易ハウスや露地栽培による切り花ギクの周年供給が

達成され、冬は暖地、春秋は中間地、夏は高冷地とい

うように、適地適作による切り花生産がほぼ全国的に

行われ、切り花ギクの生産は一応安定した。

昭和30年代後半には、経済生長にともなって需要は

著しく増加し、いままで片手間で栽培されていた花き

生産は専業化されるようになった。

昭和50年代は、昭和48年のオイルショックで省エネ

ルギー対策の低温栽培技術が求められ、挿し穂や苗の

低温処理による低温生育開花性の付与、施設の変温管

理による暖房費の節減等の技術開発と、低温性品種の

育成が行われた。

昭和60年代後半から現在に至っては農業就業者の老

齢化、新規農業就業者の減少による労働力の質、量の

低下が問題となり省力化、機械化が潮流となっている。

品種においては芽なしギクの作成による摘蕾の省力化、

伸長性品種による栽培期間の短縮化、耐密植性品種に

よる収量増、耐高温性品種や夏秋ギクを用いた作期の

拡大による労働力の適正な配分等が試みられている。

沖縄県の輪ギクの切り花栽培は、昭和30年代は｢ディ

センパーキング｣、「ウナルガ｣、「クレーマーピンク｣、

｢天が原｣、昭和40年代は「天が原｣、「黄金天が原｣、

｢乙女桜｣、「世界一｣、「大山｣、「天竜の朝｣、「新女神｣、

｢金晃」等の品種が主流であった。これらの品種は他県

における栽培も盛んで、特に「天が原｣、「黄金天が原」

は葉や茎が太くなり易く、葉がもろいなどの欠点を持

ちながらも、白と黄色はこの２品種で占められ、枝変

わりによる花色が豊富な「乙女桜」は、長い間赤色系

統の代表品種であった。

県外出荷が始まった昭和50年代は「大平｣、「希望の

光｣、「幾千代｣、「秀芳の誇｣、「秀芳の力｣、「広島富士｣、

｢金丸富士｣、「銀鏡｣、昭和60年代は「秀芳の力｣、「寒

精雪｣、「希望の光｣、「新希望｣、「秀芳の誇｣、「精興の

寿｣、「紅景色｣、「花秀芳｣、「紅山陽」等が栽培された。

｢大平」は、長期間赤の代表品種として栽培されてきた。

｢秀芳の誇」は、当初品種名が確定できず栽培地由来名

の「北中一号」で流通したが、現在は秀芳園育成の

｢秀芳の誇」と確定している。「秀芳の誇｣、「希望の光」

は黄色の代表品種で、「希望の光」から選抜された「新

希望」は、寒焼けが少なということで普及している。

｢秀芳の力」はわが国における白色の代表品種であるが、

高温性で沖縄県の露地栽培及び簡易施設では生育むら

があり、栽培は多くはない。「寒精雪」は比較的低温性

で、栽培が増加している。以上の品種は秋ギクと晩生

秋ギクで、半電照及び電照栽培で年末から春の彼岸ま

での作型であり、露地が主体であることから黄色の品

種の栽培が中心である。

小ギクの切り花栽培は、寒ギクの「紅正月｣、「銀正

月｣、「春の光」を用いた無電照栽培がスタートである。

昭和40年代後半から50年代初期までは、その他の寒ギ

ク「寒紅梅｣、「寒白梅｣、「浜風｣、「寒小雪｣、「寒千両」

等を含めた無電照栽培が行われた。従来小ギクは50ｃｍ

程度の切り花長で出荷され、駄花として扱われていた

が、沖縄県では90ｃｍまで切り花長をのばし、小ギクの

指定席を確保した。しかし一部の品種を除いて、開花

調節の困難な寒ギクでは市場対応が困難となり、「クリ

スマスゴールド｣、「目白｣、「沖姫｣、「三色娘」等の秋

ギクの導入を図り、電照による開花調節が行われ、年

末から４月までと冬春期の出荷幅を拡大し、特に春の

彼岸期に向けた栽培が精力的に行われた。

昭和50年代後半には「美玉｣、「秋芳｣、「芳香」に加

え、仏花でしかなかった小ギクの格上げと、家庭花へ

の普及を可能にしたスプレー系小ギクの育成選抜が行

われた。スプレー系小ギクは野生イソギクとスプレー

ギクの交雑種で、従来の花首の短い小ギクに比べ、花

首の長いすっきりした花姿と草丈伸長及び開花の揃い

が良く、生育が旺盛で採苗が容易などの栽培上のメリッ
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価が高まるにつれて「アルプス｣、「スワン｣、「クリス

タル｣、「マリンイエロー｣、「ドラマチック｣､「ピンキー」

､「セイローザ｣、「フラミング｣、「金風車｣、「舞風車」

等が栽培され、徐々に生産は増加している。特に露地

栽培のできる「金風車｣、「舞風車」の栽培の増加は顕

著であるが、どちらかといえば小ギク仕立ての感はい

なめない。

以上キク切り花の変遷を見てきたが、沖縄県のキク

切り花栽培は輪ギクのほぼ996％、小ギクの99.7％、ス

プレーギクの100％が電照栽培であり、輪ギクの921％、

小ギクの98,1％、スプレーギクの922％が露地栽培とい

う大きな特徴を持っている(表１)。

卜が多く、急激に普及し沖縄県の小ギクの代表品種と

なった。スプレー系小ギクは「沖の白波｣、「ニューお

きなわ｣、「シルビア｣、「沖の園｣、「イエローキャスル｣、

｢沖の黄金｣、「うりずん｣、「沖の女神｣、「うるわし｣、

｢みやらび」の10品種が普及され、「沖の白波｣、「ニュー

おきなわ｣、「沖の園｣、「イエローキャスル」が定着し

ている。平成６年度には夏秋ギクの導入が図られてお

り今後期待される。

昭和49年にわが国に導入されたスプレーギクは、沖

縄県においても「ゼェム｣、「マーブル系｣、「ホリム系｣、

｢ホマロ｣、「アグロ｣、「スワン」等の品種が導入栽培さ

れたが、施設を要することから面積の拡大には至らな

かった。しかし、昭和60年代はスプレーギクの市場評

表１沖縄県のきく切り花栽培面積（平成６年度）

栽培状況 開花調節

総栽培面積

ａ
施設栽培

面積ａ割合％

露地栽培

面積ａ割合％

電照栽培

面積ａ割合％

無電照栽培

面積ａ割合％種類

輪ギク1,845（７９）21,520（921）23,268（99.6）９７（04）23,365

小ギク８４１（1.9）43,764（981）44,452（99.7）１５３（03）44,605

スプレーギク２０２（７８）０００２，５９４

資料：県農水部園芸振興課

２．開花生態による分類

沖縄県のキク切り花栽培はほとんどが秋ギクで、作

型限界は４月下旬である。しかし、農業及び花き園芸

をとりまく情勢は厳しく、労働力の質、量の低下は著

しく、省力化に向けた技術開発、作期の拡大による出

荷期の延長が求められている。特に春の彼岸を中心と

した冬春期集中出荷は改善が急がれ、夏秋ギクの導入

が試みられている。夏秋ギクは秋ギク、寒ギクとは異

なる開花生態で、従来の栽培技術での対応は困難な面

があり、夏秋ギクの特性及び品種特性を充分に理解し

栽培することが必要である。以下に生態分類の最近の

知見を紹介する。

わが国のキク切り花栽培は、４～７月開花の夏ギク、

８月咲きギク、９月咲きギク、１０～11月開花の秋ギク、

12～３月開花の寒ギク等自然開花期の異なる品種群を、

開花調節技術により周年出荷しており、これは岡田（1

957）による分類が基礎となり長く利用されてきた。岡

田はキク品種の日長、温度に対する開花反応を調査し、

第２表のように秋ギク、寒ギク、夏ギク、８月咲きギ

ク、９月咲きギク、岡山平和型に分類した。しかし品

種の変遷、品種の分化、作型の分化が著しく進み、岡

田の分類では包括できない品種が現れ、川田は次の点

から分類の検討を行った。

①岡田の供試した品種の大部分は現在栽培されて

おらず、現在の主要品種についての開花生態を明らか

にする必要がある。
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表２キクの生態的分類（岡田．1957）

花芽分化花蕾の発達

文ひ開‘もロ指lで゛Ｉ

７、聖日

部分10℃前後の温屈

鋼と'百l芯

雪の-．庁では利Uろ

３月咲と'百l態

と1口|府

②夏ギクは花形などの改良のため、秋ギクとの交

雑が重ねられ、現在の主要品種の生態は当時の夏ギク

と異なるものと推測される。

③長野県下で８月咲きギクより、７月咲きギクが

育成されて夏ギクと呼ばれ、暖地では晩生夏ギクと同

様な作型で栽培されるようになった。しかし、生態的

には従来の暖地における晩生夏ギクとはやや異なると

みられる。

④長野県下で育成された品種を暖地で栽培すると、

開花期が促進あるいは遅延し、その差が１カ月以上に

及ぶことがある。したがって８月咲きギク、９月咲き

ギクという名称は地域的なものであり、全国的視野か

らみると不適切で、これらの品種には、開花生態によ

る分類と呼称を採用すべきである。

⑤短日植物についての定義が変わり､24時間日長下

で開花の遅延する植物を相対的短日植物、ある一定以

下の日長でないと開花しえない植物を絶対的短日植物

と定義するようになった。

川田ら（1987）はキク品種を、その自然開花期と日

長反応に基づいて夏ギク、７月咲きギク、８月咲きギ

ク、９月咲きギク、秋ギク、寒ギクに分類した。しか

し、７月咲きギク、８月咲きギク、９月咲きギクは、

栽培地の標高や定植期によって自然開花期が著しく異

なるので、開花月を示す品種群名は不適当であるとい

う見地から７月咲きギク、８月咲きギク、９月咲きギ

クを、総称して夏咲きギクを用いた｡

一方船越は夏咲きギクと在来夏ギクとの交雑が進み、

外観からは区別が困難であることから、在来夏ギク、

暖地で在来夏ギクと同時に咲く７月咲きギク、８月咲

きギク、栽培方法では７月咲きギク、８月咲きギクと

同時に咲く９月咲きギクを総称して、夏咲きギクを採

用した。しかし、在来の夏ギクと７月咲きギク、８月

咲きギク、９月咲きギクは生態的特性が異なること、

在来夏ギクは研究史の上からも重要であるという観点、

夏咲きギクの呼称は夏ギク、秋ギク、寒ギクに対応す

るものとしては不適当である等の理由から、川田ら

(1988）は冷涼地における７月咲きギク、８月咲きギク、

９月咲きギク品種、及びこれらの品種と類似した日長

反応を示す夏ギクの総称として夏秋ギクを採用し、夏

ギク、夏秋ギク、秋ギク、寒ギクに分類した（表３)ｏ

またキクの生育開花を支配する内的要因（生態的特

性）から、冬至芽の発生から開花結実に至る発育経過

をロゼット形成するロゼット相、低温によりロゼット

打破され高温下で草丈伸長が見られるが、花成誘導の

ステージまで達していない幼若相、短日下で花芽分化

発達する感光相、蕾の着色から開花結実にいたる成熟

相の仮説を提唱し、この概念に基づき夏ギク、夏秋ギ

ク、秋ギク、寒ギクの生態的特性を提示した（表３)。

①夏ギクはロゼット相、幼若相、感光相、成熟相

の４発育相から成り、自然開花期はロゼット性、幼若

品種群名
曰照時間に対する反応

花芽分化 花蕾の発達
温度に対する反応

秋菊

寒菊

夏菊

８月咲菊

９月咲菊

岡山平和型

性
性
性
性
性
性

曰
曰

曰

短
短
中
中
中
短

性
』

性
性
性

性
性

日
日

曰

短
短
中
中
中
短

花芽分化は大部分15℃以上で行われ、蕾の発達

及び開花も高温で抑制されない

高温で花芽分化、蕾の発達、開花が抑制される

花芽分化は大部分10℃前後の温度で行われる

花芽分化は秋菊と同様15℃以上でなければ花芽

分化せず、蕾の発達も低温では柳芽となる

高温に対しては８月咲と同様

温度に対しては秋菊と同様
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表３キク品種群の自然開花期を支配する発育相別特性（川田.1988）

限界日長適曰長限界

性が強く関与し、季咲き栽培の開花促進には高温栽培

による幼若性の除去が有効である。しかし、量的短日

植物であるゆえに電照栽培への適応性はない。温度に

対しては、晩生夏秋ギクや秋ギクより低温下で花芽分

化し、中性品種は最低10℃内外、早生品種はさらに低

温下で花芽分化する。

②夏秋ギクは冷涼地における自然開花期が７月中

旬～９月咲きの品種群で、これらは冬至芽の１～２回

摘心による挿し芽苗の定植による、季咲き栽培を前提

として育成された品種群である。しかし早生品種は、

早生性を重視した選抜育成の結果ロゼット性、幼若性

は弱く、１０℃内外の温度で花芽分化する。夏ギクが量

的短日植物に対して、夏秋ギクは質的短日植物で電照

による開花調節が可能である。

③秋ギク及び寒ギクの季咲き栽培は、挿し芽苗の

６～８月定植によって行われ、定植までに幼若性は失

われ、定植から開花までは感光相と成熟相からなり、

自然開花は感光相のみに依存する質的短日植物である。

秋ギクの早生品種の多くはサーモポジィテイブ型で、

高温による開花抑制は少なく、晩生品種はサーモネガ

ティブ型の品種が多く、開花への低温の影響が少ない。

寒ギクはほとんどがサーモネガティブ型で、高温1こよっ

て花芽の発達が抑制される。

おわりに

以上キク品種の栽培の経過と生態的分類について、

若干の資料提供を行ったが、本文を締めるに当たり２，

３の問題点を提起したい。

秋ギクを中心に発展してきた沖縄県の、キク切り花

栽培の今後の更なる発展のためには、４月下旬限界の

作期を６～７月まで拡大する必要があり、夏秋ギクの

導入が試みられていることは前述した。しかしキク品

種の生態分類は、他府県における自然開花状況、栽培

状況つまり気象条件に対する生態反応が基本となり、

亜熱帯で暖地の沖縄県にストレートに導入するには疑

問がある。また、川田氏も夏秋ギクはその育成歴史が

浅いためロゼット性、幼若性、日長に対する開花反応

などの生態的特性が多様で、新品種を栽培するに当たっ

ては、試行錯誤によって適切な開花調節方法を学ばね

ばならないのが現状であると述べている。

このようなことから夏秋ギクを定着させるには以下

の点が課題と思われる。

①限界日長が長く、高温で開花遅延しにくい７月

咲き品種は、栽培上有利と思われるが、カタログ等に

品種群名 ロゼット性 幼若性
感光』性

限界曰長 適曰長限界
開花反応却澗 備考

夏ギク早生

中性

晩生

夏秋ギク早生

中性

晩生

秋ギク早生

寒ギク

中性

晩生

弱極
弱
弱
一
一
一
一
一
一
一

弱極
弱
弱
中
弱
弱
一
一
一
一
一
｜

中
中

24時間

17~2塒間未満

17時間

16時間

14～15時間

13時間

12時間

11H寺間以下

13～14時間

13～14時間

13～14時間

12時間

12時間

7～８週

7～８週

7～９週

８～10週

９～l0iEl

11～12週

13～15週

早生品種は晩生品種より低温下

で花芽分化する、冬至芽定植に

よる季咲き、促成栽培

高温による開花遅延の小さい品

種が多い、挿し芽定植による季

咲き、電照、シェード栽培

挿し芽定植による季咲き、電照

シェード栽培

高温による開花遅延が著しい

挿し芽定植による季咲き栽培

、
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おける開花期は育成地以外ではあまり当てにできず、

沖縄県における調査研究が必要である。

②７月咲き品種にはロゼット性、幼若性の弱い品

種が多いといわれているが、夏秋ギクにはロゼット性、

幼若性が強く苗作りの困難さが指摘されており、品種

毎の特性調査が必要である。

③夏秋ギクには多くの品種がありながら市場性が

高い主要な品種がなく、市場に売り込み指定席を確保

する積極的な取組みが必要がある。
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