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ノリウツギ (Hydrangeapaniculata)'山梨 24-1'の育成

Breeding of new variety'Yamanashi 24-1'on Hydrangea paniculata 

穴澤拓未・窪田浩ー・雨宮圭ー・望月寛徳・ 藤木俊也

Takumi ANAZAWA, Koichi KUBOTA, Keiichi AMEMIYA, Hironori MOCHIZUKI and Toshiya FUJIKI 

(Yamanashi Pref.Agritech.Cent.) 
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近年，全国的に花き経営を取り巻く状況は，販売単

価低迷や生産コストの高騰により，厳しさを増してい

る．本県も例外ではなく，産地間競争が激しさを増す

中，他産地との差別化を図るため，オリジナル性の高

い品目について栽培技術の開発が求められている．

そこで当センターでは，アジサイ類の中でも新

梢咲きという特性をもつノリウツギ (Hydrangea

paniculata) に注目し，鉢物化および短期栽培法を開

発した（窪田ら 2014).

アジサイ類 (Hydrangea属）の多くは，前年に伸

長した枝に開花する旧枝咲きの開花特性を持つ（清

水 2002). そのため，一般的にアジサイ (Hydrangea

macrophylla) の鉢花栽培は，春～初夏に挿し木を行い，

秋季に花芽分化した株を翌年の春に開花させて出荷す

る栽培が行われており，出荷まで 1年程度の栽培期間

が必要である（篠崎 1994). 一方，新梢咲きの特性を

有するノリウツギは，新梢に当年で開花するため，旧

枝咲きのアジサイよりも，栽培期間を短縮することが

可能である．

また，アジサイ類の切り花利用については，年々増

加傾向にあり，贈答用やブライダル向けに需要が拡大

している．アジサイ類の切り花には 2種類あり，一つ

は開花直後に収穫したものを「フレッシュ」と呼び，

もう一つは，開花終了後にピンク～赤色に変色するま

で待って収穫したものを「アンティーク」と呼ぶ（北

村 2016).また，「アンティーク」は別名「秋色アジサイ」

とも呼ばれ秋季の商材として流通する．ノリウツギに

ついても「フレッシュ」および「アンティーク」の両

方で切り花として出荷が可能であり，県内で生産が始

まっている．

ノリウツギは耐寒性や耐暑性に優れ，挿し木による

増殖も比較的容易なため，全国的に生産は拡大傾向に

ある．したがって他産地と差別化が必要となり，花形

や花色について改良した県オリジナル品種の作出が強

く要望された

そこで，2008年に花穂が円錐形で装飾花の多い‘ファ

ントム＇と開花後時間の経過とともに，花色が白色か

らピンク色へと変化する‘ピンクファンタジー＇の交

配を行った．得られた実生苗の中から特に装飾花が多

く，花穂の形態に優れ，花色変化が美しい系統名 '24-

1' を選抜した. 2013 ~ 2015年に鉢花および切り花栽

培における特性を調査し， 2016年 9月に品種名‘山梨

24-1' として種苗法に基づく新品種登録を申請した

2017年 1月に出願公表となったことから，ここでは品

種の栽培性を含めた特性について報告する．

特性調査は総合農業技術センター高冷地野菜・花き

振興センター（北杜市明野町・標高 747m) で行った．

また，ノリウツギの主要園芸品種である‘ライムライ

ドを対照品種とした．

鉢花栽培における特性調査について，育苗のため

挿し木はバーミキュライトを入れた育苗箱内に 2014

年 4月9日に行い，同年 6月 17日に 3.5号黒ポリ鉢

に鉢上げし，露地で管理した．その後 2015年 2月27

日に 5号白色プラ鉢に鉢上げし， l節を残し剪定し

た．その後ガラス温室内で夜温を 15℃に加温し，最

高温度は 25℃以下となるよう換気した条件下で栽培

した．鉢上げ後の用土は 5種混合培養土（バーミキュ

ライト：パーライト：赤玉土：鹿沼土：ピートモス，

1:1:1:1:1) を用いた施肥は，緩効性被覆肥料 100

日タイプ (N-P205―恥0=13-14-8)を育苗時に 3.5号鉢あ
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たり 2g, 鉢上げ時に 5号鉢あたり 4gを施用し た各

10株を供試し， 2015年に開花期，着色期，花茎角度（花

茎の先端から基部を結んだ直線の水平面からの角度）

を調査した

露地切り花栽培における特性調査は同センターほ

場（黒ボク土）で実施した．試験には樹齢 2年生お

よび 3年生株を供試した．育苗は 2013年 4月 8日お

よび 2014年 4月 9日に鉢花栽培と同様の手法で育苗

し，それぞれ翌年春に露地ほ場にうね間 200cm,株間

90cm間隔で定植した施肥は定植時とその後は毎年 4

月に N-P205―恥0 として 10-10-lOkg/lOaをCDU化成肥

料により施用した．剪定は萌芽前に花茎基部について

行った 2015年に各品種 6株について開花期，着色期，

花茎角度，成品数を調査した

その結果，‘山梨 24-1' の開花期は鉢花栽培では 6

第 1表鉢花および切り花栽培における開花特性

鉢花栽培
花色変化に

開花期Z 着色期y 要する日数x
花茎角度品種名

（度）

月 14日，切り花栽培では 8月 8日であり，‘ライム

ライドにおける鉢花栽培の 6月 23日，切り花栽培

の 8月 5日と比較して，鉢花栽培では 9日早く，露地

切り花栽培では 3日遅かった．‘山梨 24-1' の花色変

化に要する日数は，鉢花栽培で 26日，露地切り花栽

培で 20日であり，いずれの栽培法においても‘ライ

ムライト＇と比較して半分程度であった． 一方，‘山

梨 24-1' の花茎角度は小さく，外側に開きやすい傾

向が認められた（第 1表）．花穂は円錐形で開花が進

むとともに花色変化が起こり，開花初期は黄白色，開

花中期にはピンク色，開花終期には鮮赤紫色を呈した

（写真 1). 切り花栽培において，対照と比較して 1株

あたりの成品数は同等～やや少，成品率はほぼ同じで

あった（第2表）．これらの特性を特性表にまとめた（第

3表）．

切り花栽培

開花期
花色変化に

着色期 要する日数
花茎角度

（日）（度）

山梨24-1 6/14土2.17/10土3.1 26 2.9 8/8土0.88/28士0.8 20 --~~ .6 
58.1 ライムライト 6/14土2.2 8/3土2.5 41 54. 7 8/5士2.79/14士2.4

z花穂のうち1/3以上の小花が開花した月日を示す士標準誤差を示す（鉢花栽培：n=lO, 切り花栽培：n=6) 
y花穂のうち1/3以上の小花が赤みを帯びた月日を示す土標準誤差を示す（鉢花栽培：n=lO, 切り花栽培：n=6) 
X開花期と着色期の差を示す

~ • ;.t ~. J)●’ :・ 
!'..,_ ． • • .,<. ,. 
，ゃ ．
・-.,, ~ 

40 

第 2表 露地切り花栽培における成品数および成品率

開花初期 開花中期 開花終期 樹齢 品種名
花茎数 成品数z 成品率

（本／株） （本／株） （％） 

2年生 山梨24-1 8.8 8.8 100 
ライムライト 6.5 6.3 96.9 

年生 山梨24-1 11.8 11.8 100 
3 ライムライト 26.5 26.0 98.1 

♦~J心'〗~I ♦ [-
- !I z出荷規格（切り花長70cm以上）を満たす花茎数を示す

開花初期 開花中期 開花終期

写真 1 '山梨 24-1'の花色変化

花色の標記は日本園芸植物標準色票を参考とした
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第 3表‘山梨 24-1' の品種特性

区分 形質
植物体 樹形

樹高
枝 枝の斑点の多少

分枝性
雲竜性の有無
枝の太さ
節間長
新梢の色
枝の斑点の色
前年枝の色

葉 葉身全体の形
葉身先端の形
葉身基部の形
葉身の切れ込みの有無
葉縁の形
葉身長
葉身幅
成葉表面の色
成葉表面の色の濃さ
成葉表面の斑の有無
成葉表面の光沢
葉の大きさ
新葉表面の色
成葉表面の毛

花 花序の形
花序の花形
花序の直径
両性花の明確
両性花の色
装飾花の数
装飾花の花形
装飾花のがく片の重なり
装飾花の直径
装飾花の単色・複色の別

装飾花の主色z

装飾花の開花終期の花色z

装飾花の移行性
装飾花のがく片の形
装飾花のがく片の縁の切れ込み
装飾花のがく片の数
花序の向き
花序の厚さ
がく片の湾曲
がく片の長さ
がく片の幅
小花柄の色
花の志り

生態的特性花色の変化性
開花の開始時期
さし木の難易
落墓性

z各部の色は英国王立園芸協会カラーチャートによる

以上の結果から，‘山梨 24-1' は，鉢花および切

り花として栽培が可能であり，特に秋季に流通する

「アンティーク」向けの品種として有望と考えられ

‘山梨24-1' ‘フイムフイト'(対照）
開張性 開張性

中 中
少 中
粗 中

佃‘‘‘ 無
中 中
中 中

淡緑 淡緑
淡緑 淡緑
赤褐 灰褐
卵形 卵形

鋭尖形 鋭尖形
丸形 丸形
有 有

粗い 中
中 中
中 中
緑 緑
中 中
無ヽヽ 無‘‘ 

無‘‘ 細‘‘‘ 
中 中
緑 緑
中 少

円錐形 円錐形
その他 その他

中 中
明瞭 明瞭
白 白
多 多

普通咲 普通咲

細‘‘‘ 細‘‘‘ 
中 中

単色 単色
NN155A NN155A 

64B 63C 
有 有

楕円形 楕円形

細‘‘‘ 細ヽヽヽ
4と5 4 

横向き 横向き
中 中

内曲 平滑
中 中
中 中

黄白 黄白
細ヽヽヽ 無‘‘ 
無ヽヽ 佃‘‘‘ 
晩 晩
易 易

落葉 落葉

た．ただし，花茎が横に倒れやすい性質があるため，

鉢花栽培では支柱立てを，切り花栽培ではフラワー

ネットの設置が必須であるまた， 1株あたりの花茎
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発生数は対照と比較して同等～やや少ない傾向がある

ことから，適宜花茎伸長期に摘心を行い，花茎数を確

保する必要がある．

今後は‘山梨 24-1' について，さらに市場出荷に

有利な時期にアンティーク化させる技術を開発するた

め，温度や光条件と花色変化との関係性について明ら

かにしていく予定である．
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