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リンドウ新品種‘ハイネスホワイドの育成と品種特性

西 村 林 太 郎 ・ 五 十 嵐 徹工藤則子山・佐藤武義・小野悪ニ ** * 

山形県農業総合研究センター農業生産技術試験場

Breeding and Characteristics of New Gentian cultivar ‘Highnesswhite' 

Rintaroh NISHIMURA， Tohru IKARASHI， Noriko KUDO， Takeyoshi SATO and Keiji ONO 

山形県農業総合研究センター農業生産技術試験場([日山形県立園芸試験場)において， リンドウ新品種‘ハイネスホワ

イドを育成した。本品種は， 県内から収集した花色が白系の10月咲きササリンドウ (Gentianascabra var.buelgeri) を種

子親に， 同じく白系の 8月咲き工ゾリンドウ (Gtrifloravar戸'Ponical を花粉親として交雑し作出した F，品種である。

開花盛期は 8月下旬で，花色は緑白に浅黄緑の縞となる。側枝の発生が多く，ス プレータイプのしなやかな草姿となり，

切り花 l 本当たりの総着花数は30~50輪で，切り花ボリュームが優れる。

本品種は. 2005年8月に品種登録を出願し. 2008年3月に品種登録された(品種登録の番号第16727号lo

現在.山形県の花き有望品種として位置づけられているa

口口

I 緒言 ・ ・・ ..............…一 ........14

E 育成経過 …・ …ハ ……・ー・ハー………… 14

l. 育成経過の概要 '一…………………………ー 14

2.親系統の特性・リいい・........………...… .14

(() 種子親の特性……… '…...ー，……一一 14

(2) 花粉親の特性 …....・ a・-……………………… 15

E 品種特性 ••. 一ー句 ・….....-....一一一一 .15 

l.生型 ・生態的特性 ••••• •••••••• .••• •••• •• •• •..••• ••• 15 

2 形態的特性 ...咽 ・…..・ ・・・・・・.. ーぃ ・・・・… φ ・16

3. "{と持ち性 ・・ …・・ ・ ・・・・・・ ・…・…....17

次

IV 現地適応件調査および求評 ，ー… ・'.ー......‘'ーーー・・ 17 

V 考 察.....…….....一......ー…...................19 

L.品種特性 … ……一一……………-ー……・ 19

2. 需要動向における位置付けと方向一 一一… ..20

VI 摘 要 • • • • • • • ， ， . ， • • • • • • • ， • • • • • • ・・・・・・・ ・・・・・・・ 20

1. 育成経過 ーーーーー・一....ーー ー ....・・・・…ー・ー ー・ー・ーーーーーー・20

2.品種特性.....・ H ・........…......・ H ・......一......20

W 育成関係者 ……・・・............"ー・・…… … … .20 

引用文献……・……........ー……・一……一一 ….20 

Summary..... ….....……ー・・ー … …ーー… u ・a・・・・ ・.....21

* 現村 111総合文li'i1業経済部内村111操業技N:j ~\i'& ~果

* * JJl村111総合文h産業経済自[)g4業技術i'!:Jjz ~q! 

ヰ** )L山形県民業総合研究センタ一段業生産技術試験IL;

-13-



山形県悶芸研究報告第19弓 (2008)

I 緒 Eコ

リンドウの栽培は冷涼な気候が適するため，山形県で

は中山間地域における重要品目として位置づけ，水回転

作品目として奨励するなど生産振興を図っている。しか

し，作付面積は2001年 (28ha)へ 出荷量は1997年 (6，110

千本)21 ;をピークに年々減少している。

その要因として，中山間地域で顕著になっている高齢

化の進展の他に，本県の気象条件に適した生産性の高い

優良品種の入手が困難であることが上げられる。現在の

ところ，県内産地では生産者各々が選抜育成した系統な

ど優れたものがいくつか作出されているが，種苗の流通

は遅れている。また，岩手県等の県外公的機関が育成し

たものは，育成県内または育成地域内，組織内のみで栽

培され，他産地へ種苗を販売譲渡する例はない。 一方，

民間育種会社による育成品種が市販されており，県内産

地でもそれらの品種が栽培されているが，他産地と比較

してオリジナル性の点で優位とは言えない。市場関係者

および生花広によると，産地の評価は需要動向への対応

および新規需要開拓できるオリジナル品種を有するか否

かで大きく異なると言われている。特に，近年は消費者

ニーズの多様化に伴い，仏花|白lけだけでなく草姿や花色

が多様性に富む洋花的なオリジナル件令の高い品種が要望

されている。

このような背景の下，県内産地からはオリジナル優良

品種の育成が強く要望されてきた。

山形県におけるリンドウの育績は， 1967年に山形県立

園芸試験場(現農業生産技術試験場)で取り組んだ優良

系統選抜育成試験に始まり， 1991年からは生産者組織で

ある山形県りんどう生産研究会の協力を得て，交雑育種

による F，品種の育成に取り組んできた。その結果，本

県の気象条件に適したオリジナル品種として，スプレー

タイプのリンドウ新品種‘ハイネスホワイ卜'を育成し

た。ここでは，この品種の育成経過と特性について報告

する。

なお，本報告の一部は， 2007年8月に開催された園芸

学会東北支部に発表した"

謝辞 本品種の育成にあたり，山形県りんどう生産研究

会.農業生産技術試験場(旧閤芸試験場)ならびに現地

適応性試験を担当された関係機関の各位には，多大な協

力と助言をいただいた。ここに記して，深く感謝の意を

表する。
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H 育成経過

1 .育成経過の概要

品種の育成にあたり，育種目標として，切り花に適す

ること，本県の気象条件に適し株が強健で生産性が高い

こと，開花期は早生から晩生のいずれか，花色はパステ

ル系，複色，白色のいす、れかで花冠の斑点が少ないこと，

草姿はスプレー形など新規性があること，諸形質の揃い

が良いことなどを設定した。

リンドウは他殖性植物であるため，育種手法はヘテロ

シスの利用および形質の揃いを期待して交雑育種による

F，品種の作出とした。

1991年に山形県りんどう生産研究会の協力を得て，県

内各地で栽培されている53系統を収集した。この中で，

固定度が高いと考えられる系統間で交配を行い， 163組

み合わせで種子を得た。これらの交雑系統のうち，花色

が白系の10月咲きササリンドウ系統(系統番号‘166'， 

Gentiana scabrαvar.buergeri)を種子殺に，同じく白系の

8月咲きエゾリンドウ系統(系統番号‘113'，Gtriflora 

var japonica) を花粉殺として得られたF，系統を系統番

号 'C1091' とした。 1992年に 'C1091'を播種および

定値し， 1995年まで特性調査を行った。その結果，開花

期は 8月下旬から 9月上旬，花色は内面が白色で，外面

が白色と浅黄緑色の縞模様となり，保1)枝の発生が多く，

この時期に開花する品種の中ではオリジナル性が高いと

評fil日し，一次選抜した。

交配親系統は， 1991年から1996年まで白殖および集団

選抜を行い育成した。

この親系統を用いて1997年に再度交配し， 1998年から

1999年まで特性調査を行った結果，特性の安定性および

均一性を確認し. 二次選抜して育成を完了した。

2000年から2001年に新品種候補‘LlJ医]G2号'とし

て現地適応性試験に{共試した。あわせて， 2001年には求

評を行い，優良性が認められたことから2005年8月に種

苗法による品種登録を出願し， 2008年3月に品種名‘ハ

イネスホワイト' として品種登録された(第 l図)。

2，親系統の特性

(1) 種子親の特性

種子親である系統番号‘166' はササリンドウ系統

(Gentiana scabrαvar.buergeri) で，開花期は10月下旬で

茎の頂部から開花する。花冠は鐙形で，外国の色は黄白

と淡黄緑の縞模様となり斑点は無から少で，花冠の先端

は外反転しやすい。似1)枝は茎の中下部に多数発生し，先
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第]表 $YI系統の特性

開花月l 丹H花!1!fU干7
イヒ 冠

系統括;円 分f自民3
外而の色

m点，. 先端の転凶 側校の発生d
]定形

()-J/旬) 1杉
タトilfJ 内市

113 エゾ系 8/J: !点・中古li 必F 1=1 少.，+， 少 反転せず t皮針形

166 ササ系 10/T T~í剖l 出車 前臼 と iØ~黄緑の紺i 無・少 11正 外反転 中・多 jよ.t皮主1]杉

日) J形態矧祭による分煩(エゾ系。エゾリンドウ系統、ササ系 ササリンドウ系統)

b)無・少・中・多の 4段階て‘評!llIi

c)少 ・l・l'・多の 3段階で詐(dli

第2表 ‘ハイネスホワイ卜 の年次別 IJfj{~

iJe 次

1995イl'(第一次選抜)

1999ir (笈~二次i笠JlZl

2001年(適応性~MJ査)

2004年(品磁登録11:¥願時)

a) 成業生産技術試験場(寒河江TJj)で:FXJ部品l査

端行I~ に菊花する。業身の形状は!よ披剣形または披針形で

分fti[がみられる(第 l表)。

(2) 花粉親の特性

花粉視である系統苔号‘113' はエゾリンドウ系統

(Gtrijlora varjaponical で，開花WJは8月上旬 となり茎

の I長音I~ または 仁|哨I~から開花する。 花冠は鐘形で，外国の

色は白く斑点は少ないか，t，程度で，花冠の先端は反転し

ない。日!IJ校は茎の'-1'部に10cm未満のものが数本発生し，

先端部に着花する。楽身の形状は披主|形である(第 l表)。

E 品種特性

，'iMifi特性は， 2004flニに対照 2，日種を供試して， Jill極苓

銀山町!に用いる特性分類審査基準に従い評ulliした。対照

品種は， 11¥荷時期が近い白色系主要品種である‘ホワイト

ベル2号.および.ホワイトハイジ 1号.とした。‘ハイネス

ホワイトおよび‘ホワイトベル2号'は農業生産技術試験

場(旧陸!芸試験場，寒河江市)で，‘ホワイトハイジ 1:号.は

山辺IIIJで調査を行った.栽情概要は以下のとおりである。

‘ハイネスホワイ卜， (7年生株)の栽培概要

橋高fi: 1998年 1月20FI 

定植:1998年 7月6日

栽植様式:畝幅130cm，株間15cm，条問20cm，3条柄え

仕立て本数 7本/粉、

施JJ巴 (2004年， kg/al : N 1.0， P，O， 1目3町 K，O1.0 

述、光 (2004年): 6 月 16 円から 9 月 141=1 まで遮光~~51 %

の黒寒冷紗を被援

‘ホワイトベル 2号， (2年生株)の栽培概要

育 115 セル115購入(128セル)

定 郁 2003年 5月28日

15 

[制l合せ検定・第次選抜]

f ぷ 1 ♀10月吹き × ♂81:1 吹き 11 、¥

[現地適応、刊 試験]

寸99911'一一τE配

l当色系統 1=1色系統 ILー「¥
'166' '113' 1 

F，系統 'CI091' ¥/  

笠二盗塁些. 円
平10月吹き × ♂ 8 }-J 咲き 1/L---ノ

11匂系F | 他学凡ノ

F，系統 CI091'(再現交雑)

第三次選法(育成完了)• 
車rrrWl樋候補i 白山凶G2月

2000ff 現地J直応1'1試験

型旦fr，)笠 臼E良↑'1胎児

[品品目¥'(H!，¥J • 2005il二品納笠録11:¥願

2008'1' 品I温存録 lT(rf品名白ハイヰスホワイ卜

tf~ 1肉 .ハイネスホワイトーの育成経過

栽村(f!s式 畝Ip市130cm，株rUj20cm，条問30cm，2条椴え

その他は‘ハイネスホワイ卜. と同級

‘ホワイ卜ハイジ 1号， (2年生株)の栽培概要

育 11f-セル11TlJ4入(128セル)

定前:2003作 6}=J 4 FI 

%x柿儀式 :îÍí~， ifiIìÍ 130cm，株 IliJl 5cm，条!日J20cm ， 3条紬え

(:I:jJ.て本数 77.ド/株

!jili JJ~ : .現地1賀行

1 .生理・生態的特性

.ハイネスホワイト'は生育がfI:J:居住で生産性が高い。

これは， F，品種であるためヘテロシスが現れたものと

考えられる。また.定植がjのジベレリン処.fdl!による生育

促進効果が高く，株養成期間が短縮でき，定値 21'1二時か

ら切り花収穫が可能となる(第4表， tf~ 5表.第 7表)。開

花盛期は 8片下旬となり，過去4年の開花盛期も概ね 8

月 F旬であることから， 1m花月!の変動は小さい(第2表)。
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?r1 :i表 .ハイネスホワイト'および対!l(!，'II'，HのIJfl花JOIと切り花柄ド1:(2004{1.) 

" IHI Hl 
IHritJ，l:i:WI 刷物体の切り花長

UI/Iニ1) 形状 (CI11)

Jさ上011

imli:H4， 

(CI11) 

1 îiT，仰l校 21m以 } 飢1I校 ~
切りイと可(主主f平 一一一一一一一一

主主色 発生数 応大校長 先生数応大校長 i謀長(g) (111m) .JC_[".AA .1.r){./'T.x..J.-< .J l，; ~l '. AA J.l;{/¥.1X.l.-<陪

(，;，/茶 (CI11)本/益 (CI11) (cm) 

ハイネスホワイト・1 8/25 1f:(lJ刊 107.2 7.3 70.5 4.2 M~ 6.0 12.1 2.0 18.9 射止手1')陪 8.7 

ホワイトベル 2月A 8/ 2 p'fli:fl 111.1 7.6 97.8 4.0 系金 5.0 5.9 。。 {止Hm 8.8 

ホワイトハイジ l:}'" 9/14 l由、i:i'l l I 3.3 6.8 80.7 5.1 五t 4.0 lO.4 5.0 28.8 {民主Hr~ 9.9 

el) +.Ugj也 IJ2;業5ト'.Jlí，:技術試験場(J~i可!J rln

))) i&Hf地 IlljlllllT

c)山林水産省船ir I~I ..10:1詞:誌純物際司[;0.¥禁J1二基づいて制査

主~Þ l ~ょu 写点 :3 :Lj: !'!: 4 1 H、当たり 5~、仕立ての iハイ不スホワイ卜 ' の側U
.ハイネスホワイ卜のlfif2 ホワイトベル2号.のU1姿 ホワイ卜ハイジ l月の事変 Uï: :革iUi: 分解した I~I伎)

2.形態的特性

ソ¥イネスホワイト.は.直立 tlで切り花長が100cm

1'Ji!J.:itになり茎色は緑色である。 l茎当たりの(WJ校の先

生本数および最大{HIJ校長は。 1節側校が 6本程度で約

12cmとなり句 2節以 i二の(HlJt止は 2本程度でがj20cmとな

り. (I!JJ校の発生が多い。また。比:!.lて本数を l株当たり

5本にする と句 2節以 Lの側校が多くなり. (HlJ校長も長

くなる(データ '~ìlll九写史;4)。染の形状は披針 j彩 で。

大きさは対照品種と同程度で.私生角度は水平である.

花~Nは =ì 茎 LfiBおよび中 lご 出1\に先生した (JtlJ校の先端 1 fii'i 

または複数i'ii'iに活花し.ス プレータイ プで茎がやや柔ら

かく . しなやかな車姿となる。IjfJ花111印字は茎!千 l部の側校

から開花する。 切 り 花 l 芸当たりの総着花数は30~50愉

で.切り花ボリュームが優れる。花冠の形状は銭形.大

きさは対!!f!品種と同程度か大きい。花冠の先端iはやや外

'4'.兵5

ソ¥イネスホワイ 卜.の1m花11キの花冠<L": mlJfiii. ~:j: U{jj) 

反転し，花冠外IllIは緑白(JHS3701)に浅黄緑 (1司3503)

の縞となる。花冠のj大1点は. 外而が'11程度，内面が少な

い(第 3表，写真 1.写点4.写J主5‘写真 6.写真7)。

.ハイネスホワイ ト'と対!1(~2 ，日種との形態的なill i立I
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l出十)'.h l'j;J;l・u楼 .Vd(帯 ・ I I \~ Í' : リンドウ~r .'il，.fÆ .ハイネスホワイト の7ぞれJ比と，'，i'，.H1Wi'i(!

* トー茎の 品λ八目日h守d化E 引奴

日'.'，問 ~r;花段数(紙Î1/本 1m イ iJII1 Ji;
J~ 

長さ
(CIl】)結'le{lll.tr段) (cm) 

2.5 ノド'It 6.3 38.0 
中部より

2虫m 5.6 
IJ;m 

2.7 ;f，τl' 6.0 48.2 
中部より

lml杉 4.5 
IJlJ花

2，9 ゃへ'231府| 9.7 29.2 全体 1'i 1~，鐙ng 5.7 

'与."主6 -ibIT外ii'ii
(L，': .ハイネスホワイト ;(j:.ホワイ卜ハイジ 1~弓 )

は。以 Fのとおりである。

‘ホワイトベル 2湾'は 11'1.姿がスタンダードタイ プであ

るのに対して‘ハイネスホワイト はス プレータイ プで

ある(写兵1. 写点 2)" 

スプレータイ プで革妥が類似する‘ホワイトハイジ l

弓'とは次の点で十IHisする。

.ホワイトハイジ l号.の茎 1'.1'11¥は赤褐色に着色するが

ソ\イネスホワイト切で、はずi 色しない}.I~でゆJli'lti に 区別する

ことができる(写真 8)。 また. (¥ilJ枝については， ソ¥イ

ネスホワイト.は‘ホワイトハイジ 1可 よりも茎の低

い位置から(¥ilJf支が発生すること， ソ¥イネスホワイト.は

菜が小さい， 切り花 l茎当たりの着花数が多い，花冠タト

而および|人j而の斑点が少ないなどの点で区別できる(第

3表， 写兵1.写真 :3. 2写真 ふ 写真7)。

3，花持ち性

2007年に・ハイネスホワイトーの花持ち調査を行った。

耕f]i奇方法は以下のとおりである.

切り花 E!: 8;=129日 Ofi古li1花開花11寺)

切り花長 80cmに調整

;J(あげ:25"C恒温室内で水道水を20n九十I-l'j吸水

輸送シミュレーシ ョン 水あげ後.ダンボール符lに詰め

冷11長所 lこ 2411寺!日Hiié !~ミ

1とgち調査:8 J=J 31日に切り花長70cmに切り民し. 25 

iI~:j干

(cm) 

1.2 

1.1 

l.:l 

17 

イ1二 lbt 
ー花f'iち1:1数

色‘3
JJE) 

JtPiMi!山D:J (1:1) 
外Ilii 卜人Jilli

主主臼(JHS:J701)に
少 やや外反転 11 

ィ主流出来(11;13503)の縞

iI!I:U (JHS3701) 111[ 反転せず

主主|土1(JHS370 1) に
多 多 j引 主、せず

i~iな紋 (1日13503) の糾

写真 7 イと;包内rlli

(ふ: ソ¥イネスホワイト-1.i: .ホワイトハイジ 1~弓 )

'Eflえ8 芸 U¥liの着色状況

(t，: ソ¥イネスホワイド.ィ:1.ホワイトハイジ I号.) 

.C. 500lx!照明下の恒満室内で水道水に所

けてうた施

調査中は;Jく道;Jくのみ補充，切り 戻 しなし

化持ち~;!，Ulli :芸全体の花冠の 1/ :3で尚変・萎れが先生

するまでの 口数

調査に !!j， ~A したI良部 I 花 1m花時の切り花は，茎 ':1 '部お
よび下部の側校で数輸|刻化している状態であ った。調査

期間'1"に茎1誌の言寄れば観祭されなかったが，花冠に渇変

が発生 し，花持ち|二|数は11円間程度となった(第 3表)。

W 現地適応性調査および求評

2000年から2001年に，民業生産技術試験場(寒河江市)

および|二山市にて現地適応'It前l査を行った。:f!<t芦概要は
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~̂ i41.( 定柿 11fllilの生了Hl長率とIJ¥封。数 (2000年)

;U;'~.l也
定例制、11'J.

(株)

138 

92 

flll苦:株数

(株)

137 

89 

フーミ:iiiJiJ:I¥T 

1-.llnl'i 

る
汁

ゆ
F

下、
J

一。δ

弓，

N
%
-
9
6
 

1に
，

t

、-
AV

n

uJ

“
刊 州市議数

(本/株)

4.4 

4.4 

Ij}j{在感WJ
()J/EI) 

10/13 

10/17 

第6表 現地適応刊誌I¥J歪tにおける切り花特性 (2001{F)

ぷJj百; n!r) 校 品主

f&!M山 IJfl花盛期切り花民 I6rl::1J主 切り花霊 長f子 ~色 ~t 1f.数先午前H立 最大伎長 必u
集中市 才1 ~1; IloJ2. (JI / fI) (cm) (CI11) (g) (ml11) 

(CI11) 
j信

(cm) (cm) 

コよ~Mil "i 8/27 92.8 7.0 66.9 4.4 "，~亦茶0(' ・ 多茶'1 '1ごi'iI~ 23.2 i~!敏 i1 ぬ針 9.4 2.8 11-;111 

.!;llnli 8/30 93.5 6.6 80.7 4.6 緑亦糸.，.多品'1'下i!li 28.4 』先J庄jlf-.j皮針 10.8 2.7 Jk'ド

a) 必花した(![IJt立を2し裟の着イヒ段数にj川えた倣

第 71ミ |粧品I!i別切り花収長 (2001イj.'.)

切り1t階級

70cm未満 70c01~ 80cl11~ 90cm~ 100cl11~ 合言|

(定t;MiTiIi.20株dlN1J)

80c01以 l二 l料、当たりの収i託 10日当たりの換算収量

JI)(l註(本 o
';I;IJ合(%) 0 

6 

8 

60.000 27 

35 

16 

21 

29 

37 

78 

100 

62 

80 

3.9 

iJ 放出版式 1I氏帆130cl11.ベッド60c01.株IWJl5c01. 条問120cl11. :3条植え

(1:立て本数・ 4木/株

以下のとおりで. J:. LLiTliの定植114iは農業生産技術試験場

で育萌した苗を供試した。

f活種:20001f 1 J'J 261二i

7ff 苗 200穴セル卜レー

定値:2000年 6月15卜|

ジベレリン処理・定柄前にジベレリン100ppmを茎集散

布

【寒河江市(農業生産技術試験場)】(標高100m)

試験縦模 11涯 138株斗J.lgiMII

ÆX品i~it':長):1:: :畝rvii¥130cm.株IH'JI5cm.条間20cm，3条他え

自白JI巴 (20011，r. kg/a) : N l.0. p，O， 1.0. K，O 1.0 

仕立て本数 (2001年): 4本/株

遮 光 2001年 6月27日から 9J'J 13円まで遮光ネ

51%の黒寒冷紗を被後

防 除・山形県農作物病符1UVJ除基準に従って実施

【上山市竜沢】(標高550111)

試験規模区 92株取Iis.市IJ

栽倣綴式:1政幅130cm，株間20cm，条問30cm.2条植え

その他.現地慣行裁1'd'に準ずる

fL立て本数 (2001fj二): 7本/株

定植 HI二時の生育は， ジベレリン処~J!による生育促進

効果が向く，いずれの栽l者地ともほとんどの株で1111苦し，

l株当たりの抽持茎数は4本限度となり， ，+育は111感で

あった。これらの株は茎先端部に者花し. 10月仁1"旬にBfJ

花盛期となった(第4表)。

定納 211'時では，欠株はほとんどなく ， 1株当たりの

1:1-¥刃数が寒河江市で約14.4>:.上Illiliで約11*となり多

かった(第 5表)。

1m 花 lî~JOJ は. :;~ì i1Ji工i'lï および」ー LLi rliとも 8対下旬と

なった。各栽府地とも.形質のlrifjいは概ね良好で，本l日

4騒車の特特今性を表i現J見1しており' 定他 21:1二11寺でも切り花収穫が

可能であった。また.側校長や若i花段数などの切り花ボ

リュームは上山TI'iで優れた(第 6表). 

病害は..f'fiJ雨 11寺以降に下位~iîiの栄で1制Mi~ìが散見された。

収量調査は寒河江市で行った。調査に当たり， 3条他

えであること似IJ枝が伸長し過繁茂になりやすいことを

考慮して. 1 株 当たり 4本仕立てとした。収縫の際には

切り花長50cm以上を確保できる尚品性のある茎のみ切

り花し. <[本仕立て後に仰長した葺()::の低い茎などは革

勢維持のため残した。

収弔;は 1株当たり約4本で， 10 日当たりの換1!1(J!又量は

60.000本となり生産性が高かった。切り花階級別の割合

は80cm以上が80%を占めた(第 71、)。

2001年8月28円に県内リンドウ生産者(山形県りんど

う生産研究会)および県関係機関職員を対象に栽情状況

および切り花を見て本Jill般の評価を求めたところ，既存

品種と|汗j等以上の切り花品質であり.花形が優れるとの

評価を f-~1:た。 止|二五j"l寄与からは「スプレータイプの今までに
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第 5表 7と舵.(2'n:1の生存事長率と山芽数 (2001年}

級協J山
A:舵i材、数 ジく株数 ' 1" 存株~~ lU卦数

(株) (株) (%) (本/株)

寒河江市 138 99.3 13.7 

lILlrli 92 。 100.0 10.8 

1t ii! 
部:(1と段数..

IHl iυIfiI"j・ 州古と先生限度
(段) 11'< 

長さ Wi子
色

J，\i}.'~ 
先端低団

(CI11) (じ111) 外lill 内Ilfi

8.8 111 (i:g 鈍 5.8 2.8 ¥....1斗にt史的絡の糾 少 少 やや外反転 主主1ïI;~~ :rui. 

10.2 11'81~ t車 5.8 2.7 tlil当に伐抗争主のがi タトJ見事五 必li'，術 的凡

ない奇1姿のリンドウ」 とのコメントがあり，優良 'I ~ Iーが認

められ栽l市導入7告皇官ーが多かった。

V 考 察

1 .品種特性

ソ\イネスホワイト‘は ~I:.育が旺盛で生産性が向く.

定指I~ 2イfH与から切り花収穫が可能となるため，早期に成

|乏|化できるとともに欠株が発生しにくく Iflill長J ~[::jlí'j'l が r?:j

い。|剤イと!VJは 8)oJ下旬から 9)=u二 1，)で IJtJ 1!:::I，j~WJは 8 )ニl下

旬となり. 1m花見IJの年次変動および地域差が少ないこと

も特徴である。

ソ¥イネスホワイト'は(1(IJ1'支の発生が多く 3:芸およ

び(1(IJ1'止に多数着花し.切り花ボリュームの優れるス プ

レータイ プで， しなやかな帝王きとなる。また， IJ:立て本

数を l株当たり 5本にすることで， 着花数の多い 2節以

」の長い(WH交が問えることから， (WJ;f支をアレンジメント

}!J:fと材として利!日することも可能である(写真 9)。こ

のように(-1立て本数を制限することで.イム花等の従来の

切り花としての利用)i法以外にも利用場面をJ広大するこ

とが見込まれる。

リンドウは冷涼な気{肢が適することが知られているが.

際高100mにおいても50%程度の遮光|、では生産が可能

であった。 ーカ，標高550111のrl"山間地域で調査したと

ころ，標高1OOmに比べ切り花ボリュームが優れ，良I111

生産が可能で、あった。このことから.ソ¥イネスホワイト.

は仁1"山間地域での適応性が高いと判断される。

栽J{y固についてはハイネスホワイト.はご1育が!日:

践で，側校が多数発生し{IIJ長するため，過繁茂になりや

すく，栽柏様式，施JJE呈，仕立て本数に注恵、する必裂が

ある。 1~8 ，'，，'d'1の高い切り花を生産するためには， 一般的

な品種よりも株間および条聞を広げ.畝'1伝130cm. 株!日l

写真9 ・ハイネスホワイ卜.のフラワーアレンジメントの利川W'I

20cm. 条r，¥'j30cmの2条納えとし. 1株当たりの(:1:立て

本数は 4， 5本程度=に制限する。施肥塁は過剰にならな

いように施mするのが良いと考えられる。また.水品稲の

特'1'1:である茎染のIしなやかなさjは，反[I1I，芸のrlllがりや

倒 í)~ につながり良!日本数の減少が懸念されるため，ネッ

トは 3段程度張り， ~I 育に応じてj歯:8: ~~:j さを調節する必

要がある。病古について，育成過殺や現地適応↑!I:調査にお

いては被害が少なく山荷本数に影響を及ぼすことはな

かったが.6)ニl 頃から Jiミが ì11みやすい茎中下'm~ で染;t，!î病

等が発 ~I しやすいと考えられるため.仕立て本数を制限

しj的繁茂を防11するとともに適切な防|徐が必長である o

リンドウの切り前は. 般的には[頁花が十分に着色し

たときで，開花が進んだ状態で、販売，観賞されている0

.ハイネスホワイ卜'はスプレータイ プの多花性で茎'1.1部

のi¥!lJ校から開花するため，収穫の同y;としては， f!~1とが

臼 く色づき~中部から下部の側校で 1. 2輪開花した

頃が適すると考えられる。このように従来のi日夜!と比べ

- 19-
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i71い切り liijになるため Ti'i花の1m花を'fii視している市場

鋳にこのことをー|分に周知する必1tがある。なお、パケッ

ト 'líÍl~jË.の J~合.コールドチェーンが確立していないと流

通段階で開花が急速に進むことが考えられるため，流通

休系を考慮して収穫ステージをより早くするなどの対応

が必~であろう 。

2 需要動向における位置付けと方向

珍UI:のリンドウの主12な需必形態は 8月11-IY，t.9月彼

岸の仏花需要である。ソ¥イネスホワイ卜‘の山荷jU]は

8月下旬から 9月 L旬であり， このHキWJは需要の端境問

で切り花Jj4f1 lli が低迷するlI~i月lである。また， リンドウは

背紫色系品種の需要が極めて多く‘現段階では白色系の

需去は少なく，当而のけn長&iiWIIIおとしては.少量を安定し

て多くのiti場に出荷することが望ましい。

プ)，近年，市場および小売J占からは仏花向け切り花

だけでなに消費ニーズの多級化に{21:い，花束やアレン

ジメントなどに利用できる草姿や花色が多犠多級な洋花

的リンドウを求めるill)Jきがある。 .ハイネスホワイ卜句

は物日需主にとらわれない!日九段として. 今後， リンドウ

の生産および{ìbげ~(の拡大に員 Iljkするものと期待される。

VI 摘 要

1 ，育成経過

.ハイネスホワイドは，種-1'籾に花色が内系の10}'J

咲きササリンドウ系統 (Genliona，¥'cobm var.bllergeri)， 

花粉却に同じく千l系の 8片l咲きエゾリン ドウ系統

(Glri/ω，/ var.japonica)を交配して育成した F ， ，~ ，'，打lであ

る。 2005年 8 片に積 I'j'î法による 12日前警j:j\ を 1:I:'， J);~j し， 2008 

"1二 3FJに品種f判長された。

2，品種特性

(l) .ハイネスホワイト.は.生741-が|正盛で生産性がI吉]い。

定値 lìíjの首にジベレリン処理することで~I: 青が促進さ

れ.定値 21，1三時から切り花収穫が可能となる。

(2) 1m花EE則は 8月下旬でI洞化5U]の変動は小さい。

(3) 柏物体の形状は|丘立性で，切り花長が100cm程度に

なり町 芸色は緑色である。日!lJ校は茎It'部から下部に発

生し， 1茎当たりの側校の発牛本数は10本科度となる。

(4) 業は披針形で着~j:: タ11*は 71く 司えで、ある。

(5) 主茎 L音liおよび中|二部に発生した側校の先端1Ei'riま

たは複数節に着花し，ス プレータイ プでしなやかな草

姿となる。

(6) IJfJ花JiIIT同三は茎仁|η:Tliの似IJ校から開花する.

(7) 切りイと 1 芸~たりの総着花数は30~50愉で，切り花

ボリュームが優れる。

(8) 花冠の形状は鎖JIまで先端がやや外反転する。花jぱ外

日fiは緑内(JHS3701)に浅黄紋(1百13503)の紡となるロ

花冠の斑点は外l(lIが中程度，内百11が少ない。

(9) 民1:Tli1花開花時に切り花した場合の花持ち日数は.

11日間程度確保できる。

(10) 山1即時期がj互い白色系Jo安品種と比ili交して， 車姿，

茎上市riの者色，仮IJ校のj[A位1ft仁柴の大きさ句おイと数，

花冠の J;:I一点、なと、の}~(で l列fi'{f~ に区))lJでき，オリジナル性

が高い。

(1]) Il'~in'dtの高い切り花を安定的にゴ 産するためには I-IJ

山間地域での栽l品が適する。

(12) 生育が111憾で， (WJj交が多数5EI".し(ijJ長するため町過

繁茂になりやすく，栽他rii式，施肥R1し 十1:立て本数に

注意する必要がある。芸の1111がりや倒伏を防ぐため.

ネットは 3段程度張り， ~I二 育に応じて適:己[高さを調節

する。

(13) 病治'は， 6 n 頃から~が混みやすい芸 1:1'1ド Hlíで*+~i

IIj，j~ーが先生 しやすいと与えられるため.適切な農薬散

布を行う。

(14) 花持ち性を雌保するため，収穫11寺の切り filjは[i'i花が

出く色づき， 芸1.IJl'iliからド行riの側校で1， 2愉1m花し

た頃を 同女とする。

VII 育成関係者

‘ハイネスホワイ卜'の育成抱当者および担当則|甘lは次

のとおりである。

}'1 野 寓!t;f~ 1991 野菜花きl41i長

五一卜嵐 1!u 1991~1994 研究員

否山 武司 1992 研究 i.::幹(兼)花きi首長

小野恵二 1993~ 1999 制究τL幹(兼)花き部長

西村林太郎 1995~1999 研究員

やl'野 ~秋 1999 研究主幹(兼)バイオ育碕部長
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Breeding and Characteristics of New Gentian cultivar ‘Highnessw hi te' 

Rintaroh NISHIMURA， Tohru IKARASHI， Noriko KUDO， 

Takeyoshi SA TO and Keiji ONO 

Deparll11enl 0/ Agro -Produclion science 

}匂l11agalaGenera! Agricu!lura! Research Cenler 

423 Shimal11inami， Shima， Sagae， Yamagala p'ψclure 991-0043， JA四N

Summary 

N巴w gentian cultivar ‘Highnesswhit巴， was brecl at Department of Agro-procluction Science， Yamagata General 

Agricultural R巴search Center (former Yamagata Prefectural Horticultural Experiment Station) in 1999 

'Highnesswhite' was regist巴reclby th巴 Seecls ancl S巴巴c11ingsLaw of Japan on .March， 2008 (variety registration 

No.16727) 

This new cultivar is an F， hybricl crossing Genliana scab，αvar.buergeri (blooming in October with white flowers) as a 

seecl parent ancl G triflora var japonica (blooming in August with white flowers) as a pollen parent. 

Growth ancl clevelopment are vigorous. Natural blooming time is the encl of August， corolla color is greenish white 

with stripes of light yellow gre巴n.Plant form becomes pliant spray type ancl cut flower is large volum巴becausethere 

are a lot of lat巴ralbranches with flowers. ‘Highn巴sswhite' has high cultivation aclaptability in miclclle mountainous 

region ancl is selectecl as the promising flower cultivar of Yamagata Prefecture 
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