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スイートピー新品種 4歌姫Eの育成

中村 薫 1）・日野宏俊 2）・柴田和美 2）・八反田憲生 3) • 

郡司定雄 1）・村田害夫 3）・富永 寛 3）・高橋英斤 3)

要約

宮崎県総合農業試験場花き部育撞科で育成したスイートピー新品種‘歌姫’の主な特性は

下記のとおりであるc

1. 草型は高性で、葉柄若生部の色は有る。

2. 花形はオープン。花径は中輪。旗弁中央部の色は鮮紅（日本園芸標準色粟 0107）。翼弁

中央部の色は明赤紫（同 9506）。舟弁中央部の色は淡紫ピンク（間 9502）。 1花房あたり

の小花数は 5～6輪c

3. 開花特性は冬咲き系c 9月上旬播撞で撞子無冷蔵の場合、発音は 11月上旬。

4. 適する種子冷蔵期間は 0～14日で適応地域は比較的冷涼な中山間地。 9月上旬以降播種の

促成栽培の作型に適する。

［キーワード：スイートピ一、品撞、冬咲き、宮崎県〕

緒

我が国における重要な観賞花きである

スイートピー （Lathyrusodoratus L.）は、

1695年にイタリアのシチリア島で発見さ

れた。その後、イギリスを中心に夏咲き系

品撞、アメリカ合衆自で冬咲き系品種の

種が進み、多くの品種が育成されてきた
1. 3) 

日本への導入は 1860年であるが 5）、本

格的な切り花営手lj栽培は神奈川県湘福地

方で 1929年に始まったとされている 3）。

当時は切り花の鮮度保持が難しかったた

め、産地は神奈川県の他に兵産県淡路島、

関山県船穂町の大都市近郊の 3地区に限定

されていた 3）。

しかし、鮮度保持剤のチオ硫酸銀錯塩

(STS）の開発によって輪送閤芸地域でも

生産が可能になったことから、宮崎県でも

1983年から生産が開始された 3）。

冬季が温暖で多日照である本県は、スイ

ートピーの生産に適したため年々生産

が増加し、 1992年には全国 1位の産地とな

1 ）宮崎県総合農業試験場花き部 2）宮崎県農政水
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っている 6）。

面積が急増した当時、栽培にはアメリカ

合衆国から輪入した種子を用いていたが、

それらには冬咲き品種に半数以上の春咲

き品種の混入や、 :ft色に濃淡があるなどの

種子の不均一性に問題が生じていた。特

に、諸外国では問題にならない開花期にお

けるぱらつきは、切り詑経営を困難にする

大きな問題であった。このことから

は自家採種により均一な蓮子をより効

的に採種するようになったのが、自家採

が始まった当初は国内で育成された品撞

は無く、自家採撞による選抜品種もわずか

であった。

そのため、宮崎県独自の品種宵成に対す

る生産者からの要望が高まり、 1988年に

崎県総合農業試験場で本格的な育種が開

始され、形質の安定した高品質、多収な

崎県オリジナル品種の育成に取り組んで

きた 7)。これまでに‘シノレキー・ピーチ’

8）、 ‘シルキー・チェリー’ ヨ）を育成した。

ここでは、新たに存望と判断される品撞

を育成したので、その育成経過と特性につ

いて報告する。

3）退職



雲監1 ・数襲’および対照品璽の主嚢な特性および護澱襲z

形質
観察単 {j' 周 穣

時芸書Y 位 歌姫 ローズピンク ス－Jfーローズ

極物体
慈雲2 a 言憲性 高性 高性

主主交 a cm 語審 127.5 土 7.1 ' 重量 117.6 ± 11.5 言霊 131.2 土 21.4

薬の最小祭 b 円1m 太 4.2 土 0.5 太 4.2 土 0.8 太 4.0 ± 0.6 
茎の最大役 b 町1代、 太 12.1 土 8.3 太 11.3 土 2.3 太 10.7 ± 2.3 

芸喜
妥のアントシアン発現の革著書襲 c 寿喜 書署 書署

主主の毛の多少 tj:l tj:l 中
第1次分校の発途程度 c 中 中 中

箆関長 b cm iま 11.9 土 4.5 iま 10.8土 1.6 iま 11.2 土 1.5

複薬対数 b 

芸童形 b 核問形 卵形 卵形
波打ち程度 b 弱 tj:l 中
務薬角夜 c 斜上 斜上 終よ

E案 3震長 b 短 tj:l 8.9 土 0.6 tj:l 

3案車喜 b cm 狭 6.8 ± 0.7 tj:l 5.9 土 0.4 tj:l 9.0 会 0.7

たく薬の大きさ b cm 中 4.3 ± 0.5 中 tj:l 5.5 土 0.5

業の色 b 中 淡 j炎

3童橋棄寄生部の色 b 有 有 手専

3義援の去さ b 短 ややま宣 6.5 土 0.5 ま宣
花の望量生密度 c cm 中 4.8 念 0.6 中 中 5.7 土 1.0

花の向き c 棄毒よ 斜よ 斜上
花形 c オーブン オーブン オーブン
花径 c 中華議 中翰 5.1 太 0.3 tj:l事選 5.0 ± 0.4 
嫁弁長 c cm tj:l 5.4 土 0.4 tj:l 4.3土 0.2 中 4.1 ± 0.2 
旗弁f緩 c cm 広 4.2 土 0.2 広 4.9 土 0.4 広 4.9 ごと 0.4 

塁塁弁長 c cm 中 5.3 土 0.3 tj:l 3.4土 0.7 中 3.7 土 3.0

鍵弁綴 c cm tj:l 3.1 土 0.3 tj:l 3.0土 0.2 中 3.0 ± 0.2 
舟弁長 c cm 中 3.0 土 0.4 tj:l 2.7 土 0.1 tj:l 2.5 土 0.3

舟弁繍 c cm tj:l 2.7 土 0.1 tj:l 1.5 土 0.1 tj:l 1.5 土 0.1

花弁の斑紋の有害罪 c cm 安警 1.5 土 0.1 書苦 葬者

旗弁上部の色 c 鮮紅（0107) 鮮紫ピンク（9205) 鮮紫ピンク（9205)

旗弁中央の色 c 鮮紅（0107) 議草紫ピンク（9204) 鮮紫ピンク（9204)

旗弁下部の色 c 鮮赤紫（9707) 淡紫ピンク（9202) j炎紫ピンク（9202)

霊童弁上部の色 c 鮮赤紫（9507) 童手紫ピンク（9205) 農学紫ピンク（9205)

塁塁弁中炎の色 c 明赤議室（9506) 終草案ピンク（9204) 議草紫ピンク（9204)

花
爽弁下部の色 c j炎紫ピンク（9202) j炎紫ピンク（9202) 淡紫どンク（9202)

f奇弁上部の包 c 鮮岩手紫（9507) ピンク自（9201) ピンク白（9201)

舟弁中央の色 c j炎紫どンク（9502) ピンク自（9201) ピンク白（9201)

f奇弁下部の色 c j炎策味線（3702) ピンク白（9201) ピンク自（9201)

旗弁の形 c 全縁 会縁 全縁

重量弁の内幽程度 c 苦言 中 中
綴弁の数 c 本文 1.0 土 0.0 1.0土 0.0 1.0 土 0.0

翼弁の数 c 守主 2 2.0 土 0.0 2 2.0土 0.0 2 2.0 土 0.0

がくの形 c 喜重状 室童状 室室状
がくの大きさ c 中 中 tj:l 

がくの色 c 署長 安署 望星
磁ずいの有喜善 c 有 有 有
縫ずいの数 c 枚 10 9.8 ± 0.4 10 9.7 ：ヒ 0.9 10 10.0 土 0.2

花織の太さ c mm 中 3.0 土 0.4 組 5.7 土 12.6 総 2.7 ± 0.5 
小花柄の太さ c mm tj:l 1.5 ± 0.2 tj:l 1.4 ± 0.2 中 1.3 土 0.2

花柄の長さ c cm tj:l 31.3 土 3.1 tj:l 43.6 土 6.4 中 38.8 土 6.0
／］、花柄の長さ c cm 中 1.3 ± 0.1 中 1.3 土 0.1 中 1.2 ± 0.2 
1花房あたりの小花数 c 個 やや多 5.9 土 7.3 やや少 4.0土 0.4 少 3.5 ± 0.5 
花の香り c 中 中 中 3.5 土 0.5

開花の習性 冬咲き性 春咲きf生 審咲き性
生態的特性 冬咲き性の開花織のE手続 tj:l 

審咲き性の喜男花期の王手険 中 中
z 2003年古河24日程喜怒
y観察善寺期：a)15節棄寄生薬緩隣E寺 b）第1花続完寄生節より1節下 c）第5花柄3～4翰僚花鶏
x平均｛翠土察当喜i綴遂

-10-



♀‘ロイヤルネイピーブルー’一一「 ー
｜ ト8

ト…一一歌姫’

♂‘ダイアナ’ 一一_J

* F2-F7世代で系統選抜を行った

図1 a歌姫’の育成過程

I 育成経過

1 .育成過程

1990年春に春咲き系品種‘ロイヤルネイビ

ープソレー’（花色：濃紫、輪数： 4輪）と冬咲

き系品種 6ダイアナ’（花急：；鮮紫ピンク、

輪数： 6輪以上）の組み合わせで交配を行っ

た。その F1は暗赤味紫色であった。 F2で鮮赤

味紫、暗赤味紫等花色がばらつく中から鮮紫

赤色の花色をもっ偶体を選抜した。日以降は

花急のばらつきがある中でより鮮やかな赤

色の鮮紅色を選抜・自殖を繰り返した。その

後日で固定したため能力検定および現地で

の適応試験を行った。その結果、有望と認め

られたので育成を完了した（図 1）。

2. 種菖増殖と普及および品撞登録

種子増殖は社団法人宮崎県バイオテク

ノロジ一種苗増殖センターで行い、宮崎県

内のスイートピ一生産者に 2004年から配

布した。

農林水産省に品種登録申請を行い品種

録した。品撞登録番号 14201 （登録年月

日 2006年 3月 24呂）。

II 特性概要

1 .耕種概要

‘歌姫’の特性調査は 2002年に、種子

冷蔵期間についての生態的な調査は 2003

年に、収量調査は 2004年に行った。

播種前に促成栽培のため種子冷蔵処理

を行うが、 20℃暗黒下で擢芽した種子を

2°C暗黒下で所定の期間冷蔵し、その後播

手重した。

2002年は、 ‘歌姫’および対照品種とも

28 13開の種子冷蔵後に播種を 9月 24日、

摘心は 10月 10日に行った。栽横様式は畝

i幅 135cm、株間 13cm、条間 15cmの 2条植

えとし、施肥は基肥として N、P20s、五20各

lkg/a施用し、展溢は 20°Cを目標に、夜温

は 5℃で管理した。栽培は硬質フィノレム被

ハウスで行った。 1区 50株反後なしで調

査した。

2003年、および 2004年は播種を 9月 10 

日、摘心は 9月 25および 24日に行った。

栽植様式は畝i幅 135cm、株間 12.5 cmの 1

条植えとした。調査は 1[[ 20株皮復なし

で行った。他の耕種概要は 2002年と同じ

である。 2003年は生態的な調査を行うた

め、種子冷蔵期間を 0日と 1413関とにし、

調査を行った。 2004年は‘歌姫’と冬咲き

系の‘ダイアナ’、 ‘寒JIiサン’は 14 日

間、春咲き系品種は 28 日間の龍子冷蔵後

に播種した。
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2. 形態的特性

6歌姫’の特性を表 1に示した。

1) 植物体

型は高性で、草丈は高い。

2) 

茎の最小径・最大径は太く、芸のアン

トシアン発現はない。茎の毛の多少は

中。第 l次分校の発達程度は中。節関長

は長い。

3）葉

譲葉対数は 1。葉形は椅丹形c 波打ち

程度は弱い。着葉角度は斜上。葉長は ρ品、

葉i幅は狭い。たく葉の大きさは中 c 葉の

色は中。葉柄着生部の色は有り。葉柄の

さは短い。



表2 冷蔵8数が‘歌姫’の発奮へ及ぼす影響z

冷蔵臼数 発奮日 発奮節数 15鈴展現時草丈
（箆）（月 ． 日 ） （ 節 ） (cm) 

0 11月7日土3Y 19.1会 1 70.8± 4.1 

14 11Fl5臼±5 16.6 ±3 74.8念 10.6

z 2003年9.Fl10臼長喜怒

y 平均値±篠準優主査

うち4P2L＂本数

1.8土 1.8

7.2 ごと 5.9 
12.2土 6.9
0.0土 0.0
12.3土 8.4

7.6 ± 5.9 

うち秀品x本数

12.0 ± 2.6 

32.2土 5.8
20β 土 7.2
3β 土 2.5

15.5土 9.7
25.0土 5.5

表3 6歌姫’と対照品種の発塁審B、発言雪節数および切り花本数、出荷本数、秀品本数及び4P2L本数之

冷滋 発言霊日 発音響節 株あたり本数｛本／株）
遜数

｛月／日）（節）
（遜）

2 10/13土 3v 10土

4 10/10土 1 12土

4 10/24土 4 13土

2 10/13 ± 2 10土

2 10/25土 17 13土

4 10/9土 0 8土

' 2004年9Fl10日告審議、9月24日摘心、1条長室え。E望号変終了2005王手3月31日

'%1小花までのス子ム長が20cm以上小花数が3以上の切花

'%1小花までのス子ム長が25cm以上小花数が3以上の切花

w ';l¥1小花までのス子ム長が35cm以上小花数が4以よの切花

v平均懐古綴率儀議

うち出荷y本数

17.5土 1.5

32.5土 5.8
20.6土 7.2
11.2土 1.8

18.3土 4.2
28.2 ± 4.5 

R
U
A崎
a
k
J
v
q
J
V

マF

つU

1
2
7
4
5
3
 

切り花本数

18.0土

37.9土

27.8土

16.2土

31.3土

32.4士

4
1
n
u
定
、
》
寸

1
守

J
n
u

手重

数媛

ローズピンク
ス－／~ーローズ

塁塁JIiサン
ダイアナ

0 
aロ

に対し 2日発欝が早まり、 11月 5告に 16.6 

節で発欝した。 15節展開時の草丈は 74.8 

cmと 013に対し 4.8 cm長くなったc このよ

うに、無冷蔵では 11月に発奮するため、

冬咲き性の品種であった。種子冷蔵処理に

より発奮に大きな惹は認められなかった。

4，収

2004年に対照、品撞と比較して発蓄およ

び収量調査を行い、表 3にその結果を示し

た。 ‘歌姫’の発昔日は 10月 13日で‘寒

JI Jサン’と閉じであったが、春咲きの‘ス

テラ’、 ‘ローズピンク’より遅れた。発

奮節位は g歌姫’が 10節で、 g寒J1 Jサン’

と同じ｛直となった。

株あたり切り詑本数では、 18.0本で‘寒

川サン’より多く、 ‘ダイアナ’より少な

かった。出荷本数は‘歌姫’は 17.5本で

6ダイアナ’より約 1本少なかった。 ‘寒

JI iサン’は 11.2本であった。秀品本数は

12. 0本でこれも‘寒川サン’より多く、‘ダ

イアナ’より少なかった o4 P 2 L本数は 1.8 

本と 4ダイアナ’の 12.3本に比べ劣った。

これらの結果から‘歌姫’は冬咲き系の対照、

品撞の‘ダイアナ’と‘寒）I iサン’の中間

度の収量を示した。

花

花の着生密度は中。花の向きは斜め

上。花形はオープン。花径は中。旗弁長

は中で、旗弁i揺は広い。翼弁長、翼弁i幅

は中。舟弁長、舟弁i揺は中。花弁の斑紋

は無い。 旗弁の色は上部および中央部

が鮮紅（日本間芸標準色票 0107）、下部

が鮮赤紫（同 9707）。翼弁では上部は鮮

赤紫（間 9507）、中央部は明赤紫（向

9506）で、下部は淡紫ピンク（向 9202）。

舟弁の色は上部が鮮赤紫（問 9507）、中

央部が淡紫ピンク（間 9502）、下部が淡

味緑（間 3702）である。

旗弁の形は全縁。翼弁の内曲程度は

い。旗弁の数は 1、翼弁の数は 20 がく

は形が鐘状で、大きさは中、色は無い。

l碓ずいは有り、雄ずいの数は lOである。

花柄の太さは中。小花柄の太さは中。花

柄の長さは中で、小花柄の長さも中であ

る0 1花房あたりの小花数は 5.9輪でや

や多いc

4) 

3. 生態的特性

表 2に異なる種子冷蔵処理の自数による

発着岳、発苦節数及び 15節展開時草丈の

違いを示した。 0自の場合、発着は 11月 7

誌で節数は 19.1節であった。また、 15節

が展開時の草丈は 70.8舗であった。

これに対し、 14日開種子冷蔵すると、 0日
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5. 適ftC;作型および適応地域

1）適応作型：種子冷蔵を 14日程度行った

後、 9月上旬以蜂播種の促成栽培の作型

に適する。

2）適応地域：暖地において、中山間地で

適する。

6，栽培上の留意点

l）定植時期の 9月は施設内が高温になら

ないように留意する。

2）冬咲き系で有るため、春咲き系に比べ l

月以降革勢が、衰えやすいので、革勢の

維持に留意が必要である。

7. 用途

これまでない鮮紅色である。用途は切り

花。

部摘 要

1990年春に春咲き系品種‘ロイヤノレネイ

ピ…ブルー’ （花'8：濃紫、輪数： 4輪）

と冬咲き系品種‘ダイアナ’ （花住：鮮紫

ピンク、輪数： 6輪以上）の組み合わせで

交配を行った。その Fiは暗赤味紫色であっ

た。 F2で鮮赤i床紫、暗赤味紫等1t色がぱら

つく中から鮮紫赤色の花色をもっ個体を

選抜した。日以降は花色のばらつきがある

中でより鮮やかな赤色の鮮紅邑を選抜・自

殖を繰り返した。その後日で臨定したため

能力検定および現地での適応試験を行っ

た。その結果、有望と認められたので ‘歌

姫’と命名した。

要な特性は以下のとおりである c

1 .草型は高性で、葉柄若生部の色は有

る。花形はオープン。花怪は中輪。旗弁

中央部の色は鮮紅（日本間芸標準色票

0107）。翼弁中央部の色は明赤紫（問

9506）。舟弁中央部の色は淡紫ピンク（問

9502）。 1花虜あたりのノト花数は 5～6

輪。

2. 開花特性は冬咲き系。 9月上旬播種で

種子無冷蔵の場合、発昔は 11月上旬。

3. 種子冷蔵を 14日程度行った後、 9月

上旬以降播種の促成栽培の作型に適す

る。

4. これまでない鮮紅の花色である。用途

は切り花。
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New Sweet Pea Cultivar 'Utahime' 

Kaoru NAKAMURA, Hirotoshi HINO, Kazumi SHIBATAラ NorioHATTANDA, 

Sadao GUN JI, Toshio MURAT Aラ HiroshiTOMIN AG A and Hideo T AKA HAS HI 

Summary 

A new sweet pea cultivar 'Utahime’was derived by crossing‘Royal navy blue’and‘Diana’in a 

greenhouse at the Floriculture Divisionラ MiyazakiAgricultural Research Institute, Japanラ inSpring 1990. 

τhe F1 was selfed in spring 1991 to produce the F2 seeds. Pedigree selection was made from F2 to F7・A

fixed line was raised in 1998 and was named‘むtahime'.

The character台ticsof ‘Utahime’are as follows: 

I. The plant type is tall. A degree of anthocyanin pigmentation is present at the petiole base. 

2. Flower form is open. Flower diameter is medium. Flower color at the center of the standard is vivid 

red (JHS color chart No. 0 I 07). Flower color at the center of the wing is bright red purple (JHS color 

chart No. 9506）.ドlowercolor at the center of the keel is pale purplish pink. (JHS color chart No. 9502). 

The number of florets per inflorescence is 5～6. 

3. Flowering habit is winter-flowering. When seeds are sowed in early Septemberラ firstbuds appear in 

early November. 

4. A suitable period for cold storage of seeds is 14 days. 

Keywords [Sweetpea, cultivar, winter明日owering,Miyazaki] 

The Miyazaki Agricultural Research Institute, 5805 Shimonaka, Sadowara, Miyazaki, 880心212, Japan. 
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付表1 4歌姫’の育成期間および検定期間の従奉者
岩手度 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 現所属
中村警察 。。。現在員

尽野宏俊 。。。。。 農産圏芸課

柴包和美 。。。。。 営農支援課

郡E号定雄 。。。。。。。。。 現在員
村回議夫 。。 。。 退職

富永覧 。。。。。。。。。。。 退職

高橋英生 。。。。 退職

八反沼議主主 。。。 。。。退職

各年度は4月～3月
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