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和歌山農林水技セ研報5：75～81，2003

　　スイートピー新品種‘紀州ピー2号

　　（通称：キャンドル・ピンク）’と

‘スイートルージゴの育成経過および特性

花田裕美

和歌山県農林水産総合技術センター　暖地園芸センター

BreedingnewcultivaパKishupeaNo、2（co㎜on㎜e：C㎜dlepi血）’㎝d

　　‘SweetRouge’R）rcutflowerofsweetpea（∠1漉h脚so49門躍z’sL．）．

Hiromi　Hanada

　　　　　　∬07∫繊加7α1E塑θ7珈εn∫Cθ惚7

恥切α灘Rθ5εακhCεnガθ7qμ9”6μi魏泥，Fo78s砂αnゴF∫5hε舵3

緒　言

　スイートピー（加～hン7μ3040磁麗　L．）は，イタリアのシシリー島原産の一年生マメ科植物である。

1980年代後半，スイートピーの栽培がビニールハウスで可能であると分かり，さらに同時期に，鮮度

保持材チオ硫酸銀（STS）の実用化が図られたため，宮崎県，和歌山県，大分県等の太平洋沿岸の施設

野菜産地を中心にスイートピー産地が拡大した（井上，1996）．和歌山県では，中国や台湾からサヤエ

ンドウの輸入が開始された1985年頃，輸入による絹サヤエンドウの価格低下等により，同じマメ科で

あるスイートピーへ日高郡の海岸部を中心に転作が始まった．1988年頃には，ミカン産地である有田

地域でミカンとの複合経営を目指したスイートピーの栽培が導入され，現在は宮崎県に次いで第2位

の生産量を誇っている（日高地域農業改良普及センター，1998）．

　スイートピーは春の花として，優しいイメージであり，淡い色合いの品種に対して消費者の人気は高

く，結婚式のテーブル花として利用される場面も多い。スイートピーの中心品種は，ピンク系のスーパ

ーローズやマッカーサー，クリーム色のステラ，薄紫色のアーリーラベンダーやグレースがある．しか

し，スイートピーは自殖植物で自家採種が可能であるため，種苗メーカーから新たに発表される品種は

少なく，年々変化する消費者二一ズに合致した新品種に対する要望は高い．また，和歌山県には，山問

地などの日照が制限される地域も多い．加えて，天候不順により，日照量の影響を受けやすい品種では，

落蕾や開花遅延などの問題が起きている．環境による影響が少ない冬咲き品種として，昨年度，和歌山

県独自のオリジナル品種‘紀州ピー1号（通称ニブライダル・ピンク）’を育成した（花田・森，

2002）。しかし，スイートピーの現在の利用方法は，多くの花色を必要とする．そこで，新たに落蕾の

少ない冬咲きで，アレンジなどに利用しやすい花色をもった和歌山県オリジナル品種‘紀州ピー2号

（通称：キャンドル・ピンク）’と‘スイートルージュ’を育成したので，その育成経過と特性の概要

を報告する．
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材料および方法

1．育成品種の選抜経過

1）育成経過

　1995年4月に着花輪数が多く（アーリー・ムルティフローラ・ギガンティア系）冬咲きで花色が白

色の‘アーリー・ホワイト’を種子親品種に，着花輪数が少なく（アーリー・スペンサー系）冬咲きで

花色がサーモンピンクの‘ミセス・ダグラス・マッカーサー’と着花輪数が少なく（アーリー・スペン

サー系）冬咲きで花色が濃赤色の‘アメリカン・ビューティーラを花粉親品種として交雑を行い，得ら

れたFI種子を1995年9月に播種した．種子冷蔵は行わず，発らい日，発らい節位，開花日，開花節位，

草丈を調査し，それぞれの個体について自家採種を行いF，種子を得た．1996年9月に各組み合わせの

無冷蔵F、種子を30個体は種し，花色，開花特性および生育特性が優れているものを選抜した．その結

果，優良と認められた系統について自家採種を3年間繰り返し，花色および生育特性の安定化を図った

（第1図）．また，その中で特に有望として認められた系統‘No．2’と‘No．7’について2001年2月

25日にJHSカラーチャートを用い，旗弁，翼弁，竜骨弁の花色調査を行った．

1995　4月

1997年2月

1999年9月

2000年9月

2001年9月

2002年9月有望選抜系統（2系統）の現地生産力検定を実施（JAありだ、JAながみね）

2003年3月

2003年8月‘紀州ピー2号’として名称変更

　アーリー・’・ワイト（　）xマッーサー（　　）・
‘アーリー・ホワイト’（白色）x‘ア刈カンヒ』一ティー7（濃赤色）を交雑

　　　　　u　　　　　　　o
　F2集団を栽培し・淡い鮭桃色の冬咲き個体を選抜

　　自家採種を繰り返し、形質の固定化を図る

　　　　　u　　　　　　　u．
　　選抜系統のF5を栽培し、特性調査を実施

　　　　　u　　　　　　　o
選抜系統（8系統）の現地適応性検定を実施（JAありだ）

　　　　　u　　　　　　　u
　　　生育特性調査、最適種子冷蔵期間調査を実施

　　　　　g　　　　　　　o

　　　　　O　　　　　　　u．
‘キャンドル・ピング・‘スイートルージュ’として品種登録申請受理

　　　　　O　　　　　　　o
　　　　　　　‘スイートルージュ’として出願公表

　　　第1図　‘紀州ピー2号（キャンドル・ピンク）’および‘スイートルージゴの育成経過

2）種子冷蔵期間と開花の関係

　有望系統‘No．2’と　‘No．7’の開花に及ぼす最適種子冷蔵期間の影響について調査した．催芽を行っ

た種子を2℃の暗黒条件で0，7（‘No．2’のみ），15，22，30日間冷蔵した．冷蔵した種子を2001年9

月10日にガラス温室には種し，9月28日に摘芯を行い，発らい節位，開花日，開花節数，着花輪数，

花柄長，花柄径，落蕾率について調査した．また，播種後の草丈がI　mを超えるまで摘蕾を行った．

2．育成品種の特性

1）開花，生育特性

　2001年9月10日より農林水産省種苗法の特性審査基準に基づき生育特性調査を行った．ガラス温室

において，株間20cm，2株仕立て，2条植え，条間40cmで無冷蔵の催芽種子をは種し，摘芯は行わず，

最低夜温5℃の自然日長下で栽培した．初開花日，初開花時の開花節位，開花～3月31日までの収穫

本数，平均花柄長，花柄径，着花輪数などについて調査した．また，下から15番目の着生葉が展開し

た時の草丈，第1花柄着生節から下へ第1番目の節間長，第1花柄着生節の葉長，葉幅，および葉柄長

等の調査を行った．

2）現地適応性検定

　‘紀州ピー2号’については，和歌山県海南市のビニールハウスにおいて2002年9月18日に冷蔵期

間21日の催芽種子を播種し，　‘スイートルージュ’については，2002年9月l　I日に冷蔵期間27日の

催芽種子を播種した．なお，栽培方法は現地の慣行に従い，施肥管理は和歌山県花き栽培指針に従った．
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結　果

1．育成品種の選抜経過

1）育成経過

　淡い花色で落蕾が少なく，冬咲き性の優良品種を育成することを目的とした．‘アーリー・ホワィト

（白色）’×‘ミセス・ダグラス・マッカーサー（サーモンピンク色）’　（以下‘マッカーサー’）と

‘アーリー・ホワイト’×‘アメリカン・ビューティー（濃赤色）’のFIおよびF2世代の花色分離を

第1表に示した．白色とピンク色の交配では，FI世代の全個体が両親の中間色である淡いピンク色で

あった．そして，F、世代では花色の分離が認められ，種子親と同じ白色が11個体，クリーム色8個体，

周縁部のみピンク色の覆輪4個体，花粉親と同じサーモンピンク色が2個体およびEと同じ両親の中

間色である淡いピンクは2個体であった．一方，白色と濃赤色の組み合わせでは，F，は全て旗弁と翼

弁の色が異なる複色であった．そして，F・では，Eと同じ複色が最も多い7個体，種子親と同じ白色

が6個体，花粉親と同じ濃赤色が5個体であった．そして，両親と異なる花色としては，周縁部が赤味

ピンクの覆輪3個体，緑黄色の覆輪3個体，花弁全体が紅色の2個体および花弁全体が赤色の1個体で

あった（第1表），

　　　　第1表　F1およびF2世代における花色分離

交配組み合わせ
‘アーリー・ホワイト’（白色）x　　　　　‘アーリー・ホワイト’（白色）x

　‘ミセス・ダグラス・マッカーサー’　　　　　‘アメリカン・ビューティー’（濃赤色）

　　　　　　（サーモンピンク）
世代 花色 個体数 花色 個体数

Fl 淡いピンク 全個体

F2　　　　　　白　　　　　　　　　11

　　　　クリーム　　　　　　　8
　覆輪（周縁部のみピンク）　　　4
　　　サーモンピンク　　　　　2
　　　　淡いピンク　　　　　　2

複色（旗弁：赤味ピンク　　　全個体

　　・翼弁二淡いピンク）

　　　複色
　　　　白
　　　濃赤色
覆輪（周縁部赤味ピンク）
覆輸（周縁部：緑黄色）

　　　紅色
　　　赤色

　これらの組み合わせによるF、集団から，開花時期が早く，‘マッカーサー’より淡いピンクの個体

と旗弁と翼弁の色が異なる複色の個体をそれぞれの組み合わせから選抜し，‘No27と‘No。7’として

自家採種を繰り返し，形質の固定化を図った。2000年2月25日にJHSカラーチャートに基づいて

‘N。．2’および‘No7の花色調査を行った結果，　‘No．2では，旗弁が紫ピンク（JHSカラーチャート

＝97。3），翼弁が淡紫ピング（同：97・2）と‘マッカーサー’の鮮ピンク（同＝・1・4）より淡いピンクで

あることが確認され，　‘No7では，旗弁が鮮紫ピンク（同9204），翼弁が淡紫ピンク（同9202）と旗

弁と翼弁の色が異なる複色であることが確認された（第2表），

　第2表　　・No．2’および‘No．7’の花色（2000年2月25日調査）

旗弁 翼弁 竜骨弁

品種名 上部　　中央部 上部　　中央部 上部　　中央部

　No．2　　　紫ピンク
　　　　　　　（9703）
　No．7　　　鮮紫ピンク

　　　　　　　（9204）

　マッカーサー　鮮ピンク

　　　　　　　（0104）
アメリカン　　　　濃赤
　ビューティー　　（0408）

淡紫ピンク
（9702）

鮮紫ピンク
（9205）

鮮ピンク
（0104）

　濃赤
（0408）

淡紫ピンク
（9702）

淡紫ピンク
（9202）

鮮ピンク
（0104）

鮮紫赤
（9707）

淡紫ピンク
（9702）

淡紫ピンク
（9202）

鮮ピンク
（0104）

鮮紫赤
（9707）

淡緑黄
（2702）

黄白
（2701）

淡ピンク
（0102）

明紫赤
（9706）

淡緑黄
（2702）

黄白
（2701）

ピンク白
（0101）

明紫赤
（9706）
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2）種子冷蔵期間が開花特性に及ぼす影響

　有望系統‘No．プおよび‘No．71において，種子冷蔵期間が開花に及ぼす影響を調査した．‘No．2’

では，種子冷蔵期間0日区の花柄長は42．5cm，30日区は41。8cmと冷蔵期間による影響は認められなか

った．しかし，　‘No．7’では，種子冷蔵期間0日区の花柄長は43．4cm，30日区は33。1cmと種子冷蔵に

より，花柄長は短くなることが認められた．花柄長と同様に，　‘No，2’の着花輪数では，種子冷蔵によ

る大きな影響は認められなかったが，‘No．7’では，0日区の着花輪数は3．6輪であったが，30日区の

着花輪数は2．1輪と，種子冷蔵期間が増加すると着花輪数は減少する傾向が認められた．また，花柄長

が長く，落蕾率が低く，そして，年内から収穫可能な種子冷蔵期間は，　‘No．2’では落蕾率が0．8％，

花柄長が43．9cm，初開花日が12月23日の15日冷蔵区が最も適していた．しかし，　‘No．7’の15日冷

蔵区では，落蕾率は3．5％，花柄長は46．lcmであった．初開花日は1月4日と遅かった．22日冷蔵区

では，落蕾率は3。5％で，初開花日は12月20日と年内に開花したが，花柄長は36．4cmと15日区より

短かく，種子冷蔵期間が長くなると花柄長は短くなり，開花は早くなる傾向が認められていることから，

‘No．7’の最適種子冷蔵期間は15日と22日の間であると考えられた（第3表）．

　　　　第3表　　‘No．2’および‘No．7’の最適種子冷蔵期間

系統　冷蔵目数　　花柄長　花柄径　着花輪数　初蕾節位　初開花日　　落蕾率ホ
　　　（日）　　　　（cm）　　（㎜）　　（輪）　　　（節）　　（月／日）　　（％）

　　　0
　　　7
No．2　　15

　　　22
　　　30

42．5　　　　　3．2　　　　　　3．8

42．5　　　　　3．0　　　　　　3．5

43．9　　　　　2．9　　　　　　3．6

41．8　　　　　2。9　　　　　　3．8

41。8　　　　3．0　　　　　3．3

29．3　　　　12／30　　　　4．4

23．8　　　　　　12／26　　　　　　3．2

19，2　　　　12／23　　　 0，8

19．8　　12／10　　0，0
18．4　　　　12／11　　　　0．0

　　　O
No．7　　15

　　　22
　　　30

43．4　　　2．9　　　 3．6

46．1　　　　　2．9　　　　　　3．7

36，4　　　2．8　　　 2，5

33．1　　　　　2．7　　　　　　2．1

49．7　　　　　　　　2／28　　　　　　16，3

21．2　　1ノ，4　　3．5
17，4　　　　12／20　　　 2．5

15．9　　12／161　1．3

は種日：2001年9月10日
草丈が1m以上になるまで摘蕾
催芽種子を2。Cの暗黒条件で冷蔵

＊；1輪以上落蕾した本数／全体の収穫本数×100（％）

　以上の結果より，‘No．2’は今までの冬咲き品種に無い淡いサーモンピンクの花色であり，‘No．7

は，旗弁が赤で翼弁が淡ピンクの複色の花色であった．また，花芽分化に必要な最適種子冷蔵期間は，

‘No2’は15日程度で，通常の冬咲き品種と同程度であったが，‘No．71は15日と22日の間であり，

通常の冬咲き品種より強い低温が必要であった．そこで，有望系統‘No．2’を‘キャンドル・ピング，

‘No．7’を‘スイートルージュ’と命名し，2003年3月に農林水産省種苗法に基づく品種登録の出願を

行ったが，　‘キャンドル・ピングでは，名称変更の指導があったため，‘紀州ピー2号’と変更した．

2．育成品種の特性

1）開花，生育特性

　‘紀州ピー2号’では，無冷蔵種子の開花始めは12月28日であり，　‘アーリー・ホワイト’の12

月15日より遅いが，　‘マッカーサー’の1月5日より早かった．しかし，‘紀州ピー2号7の初開花

節位は28．3節であり，　‘マッカーサー’の42．6節や‘アーリー・ホワイト’の40．3節より低節位で開

花が認められた．花柄長では，　‘キャンドル・ピングは44．7cmで‘マッカーサー’（46．2cm）より短

いが，　‘アーリー・ホワイト’　（4LOcm）より長かった．しかし，花柄の太さは3．lmmで‘アーリー・

ホワイト’より細いが，　‘マッカーサー7より太かった．着花輪数では，‘キャンドル・ピングは

3・9輪で‘アーリー・ホワイト’より少ないが，　‘マッカーサー’より多かった．同様に，収穫本数は

23・4本であり，‘マッカーサー’の2L6本より多いが，‘アーリー・ホワイト’の24．8本より少な

く，両親品種に比べ，特に大きな生育特性の差異は認められなかった（第4表）．
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　一方，　‘スイートルージュ’では，無冷蔵種子の開花始めは2月20日で，　‘アーリー・ホワイト’

や‘アメリカン・ビューティーフの12月15日より約2カ月間遅かった．初開花節位は，‘アメリカン

・ビューティー’の32、0節，　‘アーリー・ホワイト’の40．3節より高節位の50。8節で，花柄長は‘ア

メリカン・ビューティー’（40．4cm）や‘アーリー・ホワイド　（41．Ocm）より長い46．lcmであった．ま

た，花柄の太さは‘アメリカン・ビューティー’と同程度の3．Ommであり，着花輪数も‘アメリカン

　ビューテイー》と同程度であった．そして，収穫本数は‘アメリカン・ビューティー’の23・0本と

同程度の22，7本であった（第4表）．

　第4表　　‘紀州ピー2号7および‘スイートルージュ’の開花特性

品種系統
　　　　　　　　　　　平均　　　平均　　　平均　　　　平均
初開花日　初開花節　　花柄長　　花柄径　　着花輪数　収穫本数
（月／目）　　（節）　　　（cm）　　　（㎜）　（輪／本）　　（本／株）

紀州ピー2号
スイートルージュ

ミセス・タ“ク“ラス・マッカーサー

　アメIJカン・ヒゆユーティー

アーリーホワイト

12／28

2／20

1／5

12／15

12／15

28．3

50．8

42．6

32．0

40．3

44．7
46．1

46．2

40．4
41．0

3，1

2．9

2．9

3．0

3、4

3．9

3．7

3．2

3．5

5．3

23，4

22．7

21．6

23．0
24．8

　　2001年9月10日は種，無冷蔵種子

　15番目の着生葉が展開した時の草丈では，‘紀州ピー2号’は‘マッカーサー’の52．7cmや‘アー

リー・ホワイトシの56，9cmより低い48．4cmであった．一方‘スイートルージュ’は‘アメリカン・ビ

ューティー’の86．2cmより低いが，　‘アーリー・ホワイト’の56．9cmより高い66。Ocmであった．ま

た，第1花柄着生時の葉長と葉幅の割合（葉型）では，　‘紀州ピー2号’　（80．0％）と　‘スイートル

ージュ・　（82．0％）は‘マッカーサー’　（83．6％）と同じ葉型であったが，‘アメリカン・ビューテ

ィ」（92．1％）より葉幅は狭く，‘アーリー・ホワイト’　（73．8％）より葉幅は広かった（第5表）。

　第5表　　‘紀州ピー2号騨および‘スイートルージュ’の生育特性

品種系統
草丈　　茎径（大）茎径（小）　節間長　　葉長　　葉幅　葉幅／葉長葉柄長

（cm）　（㎜）　　（㎞）　（C皿）　（㈲　（cm）　（％）　（cm）

　紀州ピー2号　　48．4　　14，5　　5。1
スイートルージュ　　66．0　　12．4　　5．8

ミセス・タ“ク’ラス・マッカーサー　52．7　15、0　5・6

ア刈カン・ヒ’ユーティー　　86．2　12．7　4・5

アーリー・ホワイト　　56、9　　16・0　　　5・8

10、5
10．5

8．5　　　6、8　　　80」0　　　5．8

8．9　　　　7．3　　　　82．0　　　　5．3

11．7　　　　9．2　　　7．7　　　83。6　　　7．2

10．7　　　　8．9　　　8、2　　　92。1　　　5、4

10．7　　10．7　7．9　73．8　5。8
2001年9月10日は種，無冷蔵種子
下から15番目の着葉展開時：10月12日（草丈，茎径）に調査
第1花柄着生時；1月15日（葉長，葉幅等）に調査

2）現地適応性検定

　海南市のビニールハウスで栽培した‘紀州ピー

2号’の開花始めは11月28日で，開花節位は

12．3節であった．日高郡日高町のビニールハウス

で栽培した‘スイートルージュ’の開花始めは

ll月30日，開花節位は13，0節であり，両品種共

に通常の冬咲き品種と同程度の花芽分化，開花特

性であった（データ省略）．秀品率では，ピンク

色の代表品種である‘スーパーローズ7を対象と

し，階級別割合を検討した結果，両品種共に‘ス

ーパーローズ’より2L率が高いことが確認され

た（第2図）．

スイートルージュ（日高）

スーパーローズ（目高）

紀州ピー2号（海南）

スーパーローズ（海南）

0％　　　　　20瓢　　　　　40瓢　　　　　60％　　　　　80覧　　　　100鴨

第2図　現地適応試験における‘紀州ピー2号’およ

　　　　び‘スイートルージュ’の生産割合（％）

　　　　　海南＝播種目2002年9月18日，種子冷蔵期問21日
　　　　　日高＝播種日2002年9月11日，程子冷殻期閻27日
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考　察

　スイートピーの冬咲き品種では，種子春化に必要な低温要求や長日環境は花芽分化を促進させるが，

夏咲き品種のように大きな影響は無い．さらに種子春化に必要な低温要求量も少ない（土居・鴻野

1990，Ross・Mu丘fet　l985，林ら1986，井上2002）．しかし，スイートピーの種子冷蔵技術は，スイー

トピーの生育揃いを良くし，確実に開花させる技術として栽培現場では利用されている．今回育成した

　紀州ピー2号（通称：‘キャンドル・ピンク’）では，種子冷蔵期問が開花や花柄長に及ぼす影響は

少ないが，　‘スイートルージュ7では，種子冷蔵期間が長くなると開花が早くなり，花柄長は短くなる．

また，落蕾率も同様の傾向を示しており，交配親に通常の冬咲き品種を用いた場合でも，開花が遅く，

種子冷蔵の影響を受けやすい個体（遅い冬咲き）が生じることを示している．この結果は，和歌山県オ

リジナル品種‘ブライダル・ピンク’の育成でF、世代の開花が連続的に分布していたことと一致した

（花田・森2003）．

　スイートピーは，栄養生長と生殖生長を同時に行っている．スイートピーで問題となる蕾の段階で花

を落とす落蕾は，日照不足で，栄養生長と生殖生長のバランスが崩れるために生じる現象とされている

（井上，1994）．本実験では，種子冷蔵期間を長くした場合，落蕾率が低下し，同時に花柄長が短くな

った，この結果は，長い種子冷蔵期問により生殖生長が強くなり，栄養生長は低下すると考えられる．

すなわち，生殖生長は花芽形成を促進し，開花を早めるため，開花揃いが安定すると推察された．

　白色‘アーリーホワイト’とサーモンピンク色‘マッカーサー7の交配によるE個体では，全個体

が両親の中間色である淡いピンク色であった．しかし，F・世代では，白色がlI個体（40，7％）であっ

たが，‘マッカーサー7と同じサーモンピンク色は2個体（7．4％）と少なかった．また，両親と異な

るクリーム色は，約30％を占めていた．一方，白色‘アーリー・ホワイト’と濃赤色‘アメリカン・

ビューティー2の交配では，FIは全て旗弁と翼弁の色の異なる複色であった．F2世代では，交配親と

同じ濃赤色が5個体，白色が6個体であり，白色の個体数はサーモンピンク色を花粉親に用いた場合の

約半分であった．そして，複色の個体は7個体（25．9％），花弁の周縁部が発色する覆輪の個体が6個

体と，覆輪，複色の割合は全体の48．1％であった．これらの結果から，明確に花色の分離について述

べることは出来ないが，サーモンピンクの花色は白と赤の因子により発色しているが，濃赤色は白因子

を有しておらず，赤因子のみを有しているため，サーモンピンク色のF・世代は，赤色のF・より白色個

体の出現割合が多いと考えられた．

　‘ブライダル・ピングは，開花時期により周縁部の発色が異なり，ピンクの発色には低温が必要で

あると報告されている（花田・森　2003）．しかし，今回育成した‘紀州ピー2号（キャンドル・ピン

ク）7と‘スイートルージュ’では，開花時期による花色の大きな変化は認められなかった。これは，

スイートピーのピンク色には，低温により発色する色素と温度に関係なく発色する色素があるのではと

推測された．

　今回育成した‘紀州ピー2号（通称：キャンドル・ピンク）’の淡いサーモンピンクは他の花とあわ

せ易く，アレンジでも人気が高い．そして，　‘スイートルージュ’は，従来には無かった複色という新

しい花色であり，和歌山県にとって有望な品種であると思われる．今後，　‘ブライダル・ピング　に加

え，和歌山オリジナル結婚式シリーズとして本品種が普及することにより，和歌山県のスイートピー産

地を振興するための起爆剤になると期待される．
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摘　要

　冬咲きの白色品種‘アーリー・ホワイト’を種子親に，冬咲きのピンク品種‘マッカーサー’と冬咲

きで濃赤色の‘アメリカン・ビューティー’を花粉親とした交配育種により新品種を育成した．‘紀州

ピー2号（通称：キャンドル・ピンク）’は冬咲きで‘マッカーサーンより淡いサーモンピンク色で，

‘スイートルージュ’は冬咲きで旗弁と翼弁の色が異なる複色品種である．　‘紀州ピー2号7の栽培特

性，開花特性は花粉親の‘マッカーサー’と同程度で最適種子冷蔵期間は15日程度である．‘スイー

トルージュ7の栽培特性は‘アメリカン・ビューティー’と同程度であるが，開花特性は低温要求が大

きく，最適種子冷蔵期間は20日程度である．両品種ともに収穫本数が多く，良質の切り花の収穫が可

能であり，和歌山県オリジナルの有望な冬咲きの品種である．
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Summary

　Bree（hng　of　sweet　pea　to　flower　in　winter　was　caπied　out　by　crossing　‘Early　white『（flowering　in　winter

with　white　petals）with‘Mrs．Daglus　MacA賃herl（nowenng　in　winter　with　salmon　pink　petals）and

‘American　Beauty，（flowering　in　winter　with　deep　red　petals）in　April，1995．The　fittest　line　was　finally

selected　and　registe面as‘Candle　Pink『and　‘Sweet　Rouge壁in2002by　the　Minist靭of　Agriculture，

Forestτy　and　Fisheries，Japan，The　‘Kishu　pea　No．2（Candle　Pink）’　was　Iight　salmon　pink　petals，and　it

nowered　in　winteL　The　va面egation　of　‘Sweet　Rouge曾was　reddish　pink　stan（1ar（1peta1　Imd　light　pink　wing

petals　and　it　flowered　in　winteL　Since　there　are　no　cultivars　that　flower　in　winter，‘Kishu　pea　No．2（Candle

Pink〉’and　‘Sweet　Rougel　may　be　conside旭d　a　ohginating　novel　cultivar　in　Wakayama，
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