
スプレーカーネーション「カーネ愛知２号」の育成と栽培特性
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摘要：スプレーカーネーションの新品種「カーネ愛知２号」は、愛知県農業総合試験場で

育成したアースカラーの花色を有する「エアーズロック」を母本、鮮薄ピンク色の花色を

有する「99sp367-11」を父本として2001年に交配し、2005年に育成を完了した。本品種の

花形は中輪の八重で、花色は普及性の高い鮮紫ピンク（JHSカラーチャートNo.9703）の地

色にピンク白（JHSカラーチャートNo.9701）の覆輪が入り、また茎の伸長性に優れ、スプ

レーフォーメーションもよく整う。開花の早晩は中晩生で、年間の収量はやや少ない。本

県の暖地で栽培した場合、切り花は10月以前では花色が薄いために出荷に適さないので、

11月以降に収穫する作型とする必要がある。

本品種は、６月上旬に定植を行い、仕立て本数を３本に調整し、その２ないし３本を再

度摘心することで増収につながる。また、90cm幅のベッドでは、６条植えより８条植えで

収量が多く、切り花品質も確保される。
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Breeding and cultivation of 'Kane Aichi 2-Go',
a New Cultivar of Spray-carnation

HOTTA Makiko, NIMURA Mikio and KATO Toshihiro

Abstract: A new cultivar of spray-type carnation ‘ Kane Aichi 2-Go ’ was obtained by the
crossing of ‘ Ayresrock ’(♀) with earth-colored flowers, and ‘ 99sp367-11 ’(♂) with
pink-colored flowers. Both parents were bred in Aichi Agricultural Research Center.
‘ Kane Aichi 2-Go ’ has double middle, vivid purple and pink (JHS color chart No.9703)
flowers edged with pale pink (JHS color chart No.9701).
The duration of flowering season is from middle to late, with an impressive stem and
well arranged spray formation. Poor quality flowers were obtained befor October.
Planting in the begin of June, and pinching 2 or 3 secondary shoots on a plant having 3
primary shoots, made the amount of yield increase. 8 stock plantation was superior to 6
stock plantation in the cut flower yield.
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緒 言

愛知県はカーネーションの主産県で、2004年度実績で

は、作付け面積59ha、出荷数量6,727万本、生産額30億

円で、全国第２位の生産高である。しかし、生産農家は

輸入切花の増加による価格低迷、ロイヤリティー負担に

伴う種苗費の増加、洋花類の増加に伴うカーネーション

需要の減少に直面しており、生産コストの低減と新規需

要の拡大にせまられている。

こうした状況の中、産地からは、生産性が高く人気の

花色を持つ、本県独自の新品種の育成が要望されている。

そこで、当場は、平成11年から本県花き温室園芸組合連

合会カーネーション部会と共同で育種に取り組み、ピン

ク、赤、白色等の人気花色を有し、生産性の高い品種の

育成を目指し、その成果として、2005年に「カーネ愛知

１号」を育成し 、「エアーズロック」（登録番号第13１)

486号）として品種登録したところである。

新品種の育成には、当初は愛知県花き温室園芸組合連

合会カーネーション部会育種クラブよりクラブ員がこれ

までに育成した品種・系統を導入し、当場が保有する品

種・系統と合わせて交配親に用いた。さらに、各選抜試

験は、場内での栽培状況に加え、育種クラブ員らの意見

も参考に実施し、現地適応性試験は育種クラブが担当し

た。

その結果、産地の要望が高かった、切花の上物率が高

く、普及性のあるピンク系の花色を有する図１の「カー

ネ愛知２号」が育成されたので、その育成経過と栽培上

の留意点について報告する。

育成経過

2001年１月に当場が育成したアースカラーの花色を有

し、スプレーフォーメーションの整った品種「エアーズ

ロック」を母本、鮮薄ピンクの花色の当場育成系統「99

sp367-11」を父本として交配を行い、101粒の種子が得

図１ 「カーネ愛知２号」

られた。それらの種子から育成された株について一次か

ら三次までの選抜を行った（図２）。

実生株の一次選抜は全交配から得られた12,000粒の種

子を2001年２月に128穴のセルトレイに播種し、４月に

ビニルハウス内へ8,000株を定植し、翌年１月まで栽培

した。

二次選抜では、一次選抜で選定した125株について、

2002年５月23日に採穂、挿し芽した後、６月18日に選抜

系統につき各８株をガラス温室内へ定植した。翌年１月

に表１に示した７系統が、花色やスプレーフォーメーシ

ョンなどに優れていたため選抜された。

三次選抜は硬質プラスチックハウスで、これら７系統

について、収量や切り花品質等の特性を調査した。供試

苗は、2003年５月23日に72穴セルトレイへ挿し芽してミ

スト温室で発根させた。発根苗は６月18日に90cm幅の高

設ベッド（商品名：全農ドレンベッド）に中１条抜き８

条植えで定植、７月６日に摘心、８月に１次側枝を３本

に整枝し、そのうち最も伸長していた１本を再度摘心し

た。冬期加温は11月30日から最低夜温13℃設定で行った。

対照品種にはバーバラを用いた。なお、三次選抜と並行

して武豊町、一色町及び田原市の県内３ヵ所において現

地適応性試験を行った。栽培方法は委託農家の慣行とし

た。

三次選抜における特性調査結果を表１に示した。「01

sp23F40D」は、開花開始時期が対照品種や他の供試系統

と比較するとやや遅く、年間の収量も少なかった。しか

し、草丈が選抜系統中最も高く、着色蕾数が多く、花色

が人気の高いピンク系に白系の覆輪が入り、スプレーフ

ォーメーションが優れていた。以上のような特性調査の

結果と現地適応性試験の栽培状況を見て、試験場職員、

農業改良普及員及び育種クラブ員による投票を行った結

果、「01sp23F40D」は選抜系統中で最も高い評価を得た。

2004年には、「01sp23F40D」について場内における特

性検定及び武豊町と一色町の２ヵ所で1,000株規模の現

地拡大展示試験を実施した。その結果、本系統は切り花

の上位階級比率が高いこと、年末より安定した収量を得

られることが確認され、極めて有望と判断された。

また、現地拡大展示試験で生産された切り花は、2005

年３月に北海道、秋田県、東京都、岐阜県、愛知県及び

富山県の計７社の花き卸売り市場に出荷され、各社の販

売担当者にアンケート方式で評価を受けた結果、いずれ

からも高い評価が得られた。

図２ 育成経過
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以上の結果から、「01sp23F40D」は切り花として諸形

質が安定しており、新品種として実用性が高いと判断さ

れたので、2005年３月に「カーネ愛知２号」として育成

を完了し、同年７月７日に品種登録のため出願申請され

た。

材料及び方法

試験は「カーネ愛知２号」について、いずれも園芸研

究部花きグループの硬質プラスチックハウスで行った。

栽培は90cm幅の全農ドレンベッドを使用し、20cmピッチ

の点滴チューブをベッド当たり４本設置し、養液土耕と

した。液肥は大塚化学㈱の養液土耕２号(14-8-25)ある

いは、３号(15-15-15)を使用して、表２の施肥プログラ

ムによって施用した。栽植方式は特に明記のない場合に

は、株間20cm、条間10cmで中1条抜きの８条植え（図

３）とした。１回摘心の１回目の摘心は５節、２回目の

摘心は６節で行った。切り花の収穫は、生育の旺盛な下

方の側芽１本を残して行った。その他の管理は、当場の

慣行に準じた。冬期加温は11月18日から４月10日まで最

低夜温12℃設定で行い、加温期間中の日中の換気は、天

窓のみで行った。栽培期間はいずれの試験も５月末まで

とし、収量は全体について、他の形質は切り花20本につ

いて調査した。

試験１ 特性検定試験

「エアーズロック」及び「チェリーテッシノ」を対照

として、「カーネ愛知２号」の特性検定を行った。供試

苗は、2004年６月４日に98穴セルトレイへ挿し芽をし、

６月21日までミスト下で管理した。６月25日に定植、７

月６日に摘心、８月16日に１次側枝の仕立て本数を３本

に整枝し、うち生育の旺盛な１本を摘心した。供試株数

は１区48株とした。

花持ち日数は、2005年５月22日及び23日に採花した切

り花から、開花後約１日が経過し、花弁が水平となった

花を１茎あたり１～２花用い、１区10本、２反復につい

て調査した。チオ硫酸銀錯塩（STS)未処理区と処理区の

２水準とした。採花後60cmに切り揃え、水道水又は㈱ポ

コン＆クリザールジャパンのクリザールK20-C、1000倍

希釈液で４℃12時間処理した後、花柄長約５cmでそれぞ

れ切断し、蒸留水を入れた試験管に１花ずつ挿した。花

持ち日数は、23℃、蛍光灯による1,000lx、12時間日長、

相対湿度70％の恒温室内にて観察し、実験開始日から花

弁がインロールして萎凋し始めた日、あるいは花弁が褐

変し始めた日とした。

試験２ 定植時期と摘心方法の検討

試験区は６月上旬定植、１回半摘心の２回目の摘心本

数を０、１及び３本とした区、対照区として当場の慣行

による６月下旬定植、１回半摘心の２回目を１本摘心と

表１ 三次選抜試験における形質と収量（場内）

　下垂 着色 開花開始

　指数
1) 花蕾数 時期

2) ◎ ○ △

cm mm 月／日

01sp16B112B 93.6 1.0 4.8 47.8 浅緑黄 淡ピンクの覆輪 12/30 163.4 2 6 4

01sp21E122C 85.0 1.0 4.2 45.6 淡黄緑 12/16 276.7 1 3 9

01sp96N63A 58.8 1.9 3.2 44.7 鮮赤紫 9/23 468.0 1 7 5

01sp96N89C 77.2 2.4 4.4 46.2 鮮紫ピンク 9/30 455.5 0 1 10

01sp19D51B 86.4 1.8 4.4 46.8 淡紫ピンク 12/9 336.6 0 3 9

01sp23F40D 100.2 1.5 5.6 45.7 鮮紫ピンク ピンク白の覆輪 12/16 213.1 7 6 3

01sp57I28C 73.4 1.0 5.0 44.4 鮮紅 12/9 215.8 0 1 10

バーバラ 90.0 1.9 2.8 49.5 鮮紫赤 11/18 246.0

注　1) 切り花頂部より45cmの位置で水平に支え、先端の下垂程度を水平面から０～10°を１，10～20°を２、

　　　20～30°を３，30～40°を４とした。

　　2) 最初の５花が開花した日を開花開始時期とした。

　　3）評価は、◎：栽培したい、○：品種構成に必要、△：どちらでもよいとし、花きグループでの調査結果と

　　　現地適応性試験の栽培状況を基に、試験場職員、普及課職員、県花き連カーネーション部会員の合計19名

      で投票した。

本／m2

評価
3)

草丈
年間

切り花本数
系統・品種名 花径 花色

中１条抜き８条植え 中３条抜き６条植え

図３ 栽植方式

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●

90 20 20 40
● ● ● ● 20
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●

10 10

表２ 施肥プログラム

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

給液量（l/m
2
/日） 3 6

給液窒素濃度(mg/l) 70 0

液肥名 －

注）実面積あたり

2 6

70

養液土耕２号

3

養液土耕３号

70 100 180

4
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した区、さらに参考として「バーバラ」の６月下旬定植、

１回半摘心の２回目を１本摘心とした区の計５区を設定

した。供試株数は１区48株とした。

６月上旬定植区は2004年５月14日に挿し芽、６月4日

に定植し、１回目の摘心を６月16日に行い、８月６日に

１次側枝を３本に整枝するとともに、この側枝の所定数

について２回目の摘心を行った。なお、０本区だけは整

枝を行わず、放任とした。

６月下旬定植区は試験１と同様に栽培した。

試験３ 栽植方式と摘心方法の検討

試験区は栽植方式について図３に示すように90cm幅ド

レンベッドで中３条抜き６条植え（33.3株/m ）及び中2

１条抜き８条植え（44.4株/m ）の２水準とし、最初の2

摘心後無整枝の１次側枝について２回目摘心本数を１及

び２本の２水準とを組合せた４区と、対照として当場の

慣行である中１条抜き８条植え、１次側枝を３本に整枝

すると同時にうち１本を摘心する区の計５区を設けた。

また、参考として、「バーバラ」の６月下旬定植、３本

整枝、２回目摘心本数１本とする区を設定した。供試面

積は１区120cm×90cmとし、供試株数は６条植えで36株、

８条植えで48株とした。

供試株は、2005年６月１日に挿し芽、６月23日に定植、

７月14日に１回目摘心、８月16日に１次側枝について２

回目の整枝及び摘心を行った。

結果及び考察

試験１ 特性検定試験

「カーネ愛知２号」、「エアーズロック」及び「チェ

リーテッシノ」の諸特性を表３に、月別切り花本数の推

移を図４に、切り花長別収量構成と切り花本数を表４に、

花持ち日数を図５に示した。

「カーネ愛知２号」の形態的特性及び生態的特性につ

いて「エアーズロック」と比較すると、開花始めは、

「エアーズロック」が10月31日、「カーネ愛知２号」は

11月7日で、開花の早晩はほぼ同じ中晩生とみなされた。

１茎あたりの花蕾数は５～６輪で「エアーズロック」よ

りやや多く、スプレーフォーメーションも優れていた。

花の地色は「エアーズロック」の黄ピンク（JHS0704）

と異なる紫ピンク（JHS9703）にピンク白（JHS9701）の

覆輪であった。茎の長径は中、硬さは剛であり、「エア

ーズロック」と同等であった。年間の切り花本数は、や

や少なかった。

「チェリーテッシノ」と比較すると、開花始めは「チ

ェリーテッシノ」が11月28日であったのに対し本品種は

11月７日で、開花は早く、その後の切り花本数は「チェ

リーテッシノ」より多く推移し、年間切り花本数は多か

った。花弁数及び花径はほぼ同等であった。花色は「チ

ェリーテッシノ」と同様ピンク系の地色に白色の覆輪花

であるが、地色のピンクは「チェリーテッシノ」が鮮紫

ピンク（JHS9705）であるのに対し、「カーネ愛知２

号」は紫ピンク（JHS9703）で明らかに異なった。

１月10日までに収穫できた１番花の切り花長別収量構

成について調査した結果、切り花長が60cm以上となる割

合は「チェリーテッシノ」の78％に対して、「カーネ愛

知２号」では91％であった。県下の多くの出荷規格で、

切り花長60cm以上がL、40～60cmがMと区分しているため、

「カーネ愛知２号」は、１番花から高い上物率を確保す

ることが可能であるといえる。

表３ 「カーネ愛知２号」の形態的、生態的特性

形　質 特性値 測定値 特性値 測定値 特性値 測定値

開花時草丈 高 130cm 高 106cm 高 114cm
節数 中～多 23節 中 17節 中～多 20節
茎の長径 中 4.9mm 中 4.3cm 細 3.5cm
茎の硬さ 剛 剛 剛
折れの難易 難 難 難
立茎数 少～中 中 少
葉巻き程度 巻く 巻く 巻く
花径 中 5.0cm 中 5.1cm 中 4.7cm
花色（地色） 9703 0704 9705

(紫ﾋﾟﾝｸ） (黄ﾋﾟﾝｸ） (鮮紫ﾋﾟﾝｸ）
花色（複色模様） 9701 0706 9701

(ﾋﾟﾝｸ白) (鮮紫赤) (ﾋﾟﾝｸ白)
色彩模様 覆輪 条 覆輪
複合割合 中 小 小～中
花色の移行性 無 有 無
花弁鋸歯の深さ 浅 浅～中 浅～中
花弁鋸歯の数 少 少～中 少～中
花弁数 中 32枚 少～中 28枚 中 31枚
早晩性 中～晩 中～晩 晩
注）特性調査は品種登録出願時の特性表に基づいて2005年4月に
　　実施した。花色の数値はJHSカラーチャートによる。

カーネ愛知２号 エアーズロック チェリーテッシノ
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表４ １番花の切り花長別収量構成と年間切り花本数

図４ 月別切り花本数の推移 図５ 花持ち日数

調査期間中の 年間切り花

60cm以上 40～60cm 40cm以下 切り花本数
1)
　本　　数

2)

本／m
2

本／m
2

カーネ愛知２号 91.0% 9.0% 0.0% 48.4 211.9
エアーズロック 100.0% 0.0% 0.0% 70.2 238.7
チェリーテッシノ 77.8% 22.2% 0.0% 34.6 198.7
注　1)切り花長別収量の調査日は、11月1７日から１月10日までとし、切り花は、
　　　生育の旺盛な下部の側芽１本を残して収穫した。
　　2)年間切り花本数は、2004年10月31日から2005年５月31日まで調査した。

切り花長別収量構成
1)

品種名
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花持ち日数は、STS未処理の場合「カーネ愛知２号」

は「エアーズロック」より1.3日、「チェリーテッシ

ノ」より約3.2日少なかった。一方、STS処理区では、

「エアーズロック」、「チェリーテッシノ」と同等であ

り、「カーネ愛知２号」はSTS処理を確実にすることに

より、既存品種と同等の花持ちを確保できることが明ら

かとなった。

試験２ 定植時期と摘心方法の検討

カーネーションの開花パターンは加藤らによって類型

化されており、スプレータイプはスタンダードタイプと

比べて２番花の採花本数が少なく、採花時期の中心は１

～３月となる品種が多い 。本品種は試験１で明らかな2）

ように、スプレータイプの中でも中晩生に属するため、

その性質がより強いといえる。したがって、本品種を普

及させるには、増収技術が不可欠であると考えられる。

そこで、定植時期及び摘心方法を検討し、結果を表５

に示した。6月下旬定植・２回目摘心１本区は切り始め

が10月26日で、年末より徐々に開花した。同じ摘心１本

で定植時期を６月上旬に早めると、切り始めが９月21日

で約１ヶ月早まり、10月から多くの切り花を得ることが

できた。６月上旬定植２回目摘心０本区では、切り始め

が９月14日で、10月から多くの切り花を得られたが、１

月から３月にかけて収量が減少した。６月上旬定植２回

目摘心３本区は、切り始めが12月７日で、１月から多く

の切り花を安定して得られた。

合計の切り花本数は６月上旬定植の場合、２回目摘心

１本区が最も多く、次いで２回目摘心０本区、２回目摘

心３本区の順となった。

２回目の摘心本数は、早生品種では、０ないし１本と

して、２番花まで開花させるほうが、切り花本数は増加

し、晩生品種では、摘心本数を増加して側枝を増やし、

１番花を順次収穫するほうが切り花本数増加につながる。

中生品種の「バーバラ」でも、２回目摘心１本よりも３

本で収量が増加したとの報告がある 。「カーネ愛知２4）

号」は中晩生品種であるが、定植時期を前進させたこと

により、２回目摘心１本区が最も切り花本数が増加した

と考えられる。

ただし、10月以前に開花した「カーネ愛知２号」は花

色が薄く、覆輪が不明瞭になるため出荷に適さなかった。

この現象は10月下旬には解消するため、11月以降の切り

花本数で比較すると、６月上旬定植・２回目摘心３本区

が最も多く、次いで同・２回目摘心１本区、６月下旬定

植・２回目摘心１本区、６月上旬定植・２回目摘心０本

区の順となった。

以上の結果より、「カーネ愛知２号」では、11月以降

に１番花の開花ピークを向かえる定植時期・仕立て方法

を採用する必要があり、定植時期は６月上旬、仕立て方

法は１回目摘心後の側枝数にもよるが、３本仕立ての場

合、その２ないし３本を再度摘心することが増収につな

がると判断される。

また、２回目摘心の開花期に及ぼす影響は、摘心の時

期より摘心の節位による影響が大きく、高節位で摘心す

れば開花が早くなる 。本試験では、２回目の摘心を６４）

節で行っているが、摘心節位をあげることによって開花

を早められれば、さらに増収することが可能になると考

えられる。
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試験３ 栽植方式と摘心方法の検討

栽植方式及び摘心方法が収量に及ぼす影響を表６に示

した。

栽植方式については、６条植えは、８条植えに比べ株

当たりの切り花本数が0.83～1.05本/株増加したが、面

積当たりでは26本/m 以上少なかった。2

摘心方法については、３本に整枝後２回目の摘心を１

本行った場合、１～３月に収穫の少ない時期ができ、合

計切り花本数は他の区に比べ多くなかった。２回目摘心

１本区は、２本区より年内の切り花本数が多かったが、

年間の合計切り花本数はほぼ同等であった。

同じ栽植方式・摘心方法で「バーバラ」と比較すると、

本品種は「バーバラ」よりも収量が少なかった。これは

本品種が「バーバラ」よりも開花開始期が遅いことと、

９月26日の側枝数からみて分枝性が弱いことによると推

察される。

６条植えは、周縁効果を植え床内部に持ち込んで、株

当たりの収量を増加させ、面積当たりの年間収量を減少

させることなく、品質を向上させるのに有効な栽植様式

であり 、現在広く普及している。しかし、本試験の結５)

果では、６条植えは８条植えより株当たりの収量は増加

したものの、その増加量は約１本/株にとどまったので、

面積当たりの収量は減少した。これは、本品種が中晩生

のスプレーカーネーションであり、２番花の開花が少な

いことに加え、本試験では、仕立て本数を制限せずに放

任とした区は、整枝した区に比べ多くの側枝が発生した

ため、２番花の開花が遅れたことによると考えられる

（表６）。従って、栽植方式が収量に及ぼす影響につい

ては、１回目摘心後の１次側枝を整枝した場合について、

さらに検討が必要である。

表７には栽植方式が切り花品質に及ぼす影響について、

４月から５月に調査した結果を示した。６条植えはベッ

ド中央部まで光が届くことから、茎径はすべての栽植位

置で5.0mm以上を確保し、花蕾数も多かった。これに対

し８条植えでは、ベッド中央部ほど茎径が細くなり、花

蕾数が減少したが、着色花蕾数は５個以上であり、下垂

指数が1.0であったことから、ベッド中央部の切り花も

上位階級品の要件を満たしていると判断される。これは、

表３に示したように「カーネ愛知２号」の立茎数が少～

中であり、葉幅も広くないという特性により、密植への

耐性が比較的高いためと考えられる。

以上の結果、本品種は、６月下旬定植の場合、栽植方

式を８条植え（44.4株/m ）とし、１次側枝は整枝を行2

わず２回目摘心を１本とすれば、年内から比較的多くの、

かつ充分な品質の収量を得ることが可能であった。

表５ 定植時期・摘心方法が切り花本数に及ぼす影響

1)表６ 栽植方式・摘心方法が切り花本数に及ぼす影響

２回目 年間合計 11～５月の

摘心本数 ９～10月 11～12月 １～３月 ４～５月 切り花本数 切り花本数

本 本／m
2

本／m
2

本／m
2

6月上旬 0 72 81 30 89 270.7 199.1

カーネ 1 63 50 64 106 283.2 220.5

愛知２号 3 0 8 157 96 261.3 261.3

6月下旬 1 1 33 88 90 211.9 210.9

バーバラ 6月下旬 1 9 78 63 103 253.3 244.2

注　1）６月上旬は６月４日、６月下旬は６月25日に定植した。

品　種 定植時期
1)

時期別切り花本数

２回目
3) 合計 株当り合計

摘心本数 10月 11～12月 １～３月 ４～５月 切花本数 切り花本数

本 本/株 本/m
2

本/m
2 本／株

６条植え 1 5.89 2 81 82 53 218.8 6.57

カーネ 2 6.11 2 49 109 59 219.8 6.60

愛知２号 ８条植え 1 5.30 0 79 119 58 255.0 5.74

2 5.28 0 48 128 71 246.3 5.55

８条植え 1（３本整枝） 3.25 0 79 64 73 215.0 4.84

バーバラ ８条植え 1（３本整枝） 3.90 9 81 75 102 267.5 6.02

注　1）６月23日定植

　　2) ９月26日に調査を行い、茎長３cm以上の１次側枝、２次側枝の合計本数とした。

    3)一次側枝は整枝せず、放任とした。

　　　（３本整枝）では、一次側枝を３本に整枝し、そのうち１本を２回摘心した。

時期別切り花本数
栽植方式品　種 側枝数

2)
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表７ 栽植方式が４～５月の切り花品質に及ぼす影響

着色 ２次

花蕾数 側蕾数

cm mm 本

６株植え １列目 108.1 1.0 5.30 2.5 10.1 6.4 3.6

２列目 122.1 1.0 5.06 1.2 10.0 5.9 3.8

３列目 116.7 1.0 5.15 1.5 9.6 6.2 3.3

８株植え １列目 109.7 1.0 5.23 3.1 12.2 6.5 5.7

２列目 122.2 1.0 4.87 1.9 9.2 6.0 3.0

３列目 122.8 1.0 4.82 1.0 8.4 5.9 2.5

４列目 121.7 1.0 4.52 0.2 8.4 5.5 2.5

注 1）植え位置は、植え床周縁部から数えた。

   2) 下垂指数は、切り花を頂部より45cmの位置で水平に支え、先端の下垂程度を水平面

　　　から０～10°を１，10～20°を２、20～30°を３，30～40°を４とした。

側枝数栽植方式 分枝長 下垂指数2) 茎径植え位置1) 花蕾数

カーネーションの営利品種の条件は、消費者側からは、

花色が美しいこと、花持ちの良いことなどの切り花品質

が重要であり、生産者側からは多収性、栽培の容易さ、

消費者に人気のある花色であることが重要である。

「カーネ愛知２号」は日本人好みのピンク系の地色に白

系の覆輪を持ち、既存品種と同等な花持ち性が観察され

た。開花の早晩については中晩生であるが、１番花から

長い切り花長を確保できるため、上物率が高い。また、

収量については、「バーバラ」と比べると豊産性とはい

えないが、花色が類似している「チェリーテッシノ」よ

り多く、栽植方式を８条植えとし、６月上旬に定植し、

整枝後に２回目摘心本数を多くすることにより増収が見

込まれるため、極めて有望な品種であり、今後大きな普

及が期待される。

本品種の育成に当たっては、愛知県花き温室園芸謝辞：

組合連合会カーネーション部会育種クラブ、知多農林水

産事務所農業改良普及課、西三河農林水産事務所農業改

良普及課、東三河農林水産事務所渥美農業改良普及課の

協力を得た。ここに記して、これら関係者各位に厚く感

謝の意を表する。

育成者と従事期間

本品種育成に関与した担当者と、その従事年数を表８

に示した。

表８ 「カーネ愛知２号」の育成担当者と従事期間

氏　名 　現所属
二村　幹雄 H13.1 ～ H17.3 園芸研究部
堀田真紀子 H14.10 ～ H17.3 園芸研究部
加藤　俊博 H16.4 ～ H17.3 園芸研究部
酒井　広蔵 H14.4 ～ H15.3 園芸研究部
森岡　公一 H13.1 ～ H14.3 環境基盤研究部

従事期間
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