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北海道南部で発生したトマトのつゃなし果の形態的特徴とその判別法
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Morphologic Features ofLusterless Tomato Fruit Occurring in Southern Hokkaido， Japan and its 
Discrimination Method 
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Abstract 

We examined the morphological features of luster!ess tomato fruit occurring in southem Hokkaido， Japan and its 

discrimination method. A light was diffused on the epicarp of lusterless fruit in the dark. While sections of the epicarp surface 

of normal fruit were smooth when observed under a microscope (x 1 00)， those of the luster!ess fruit were rough. Polygonal cells 
were observed on the surface ofthe normal fruit epicarp by the SUMP method (xlOO). Additionally， cracks were seen on the 

surface ofthe luster!ess fruit. We believe that the cracks form the rough epicarp， diffusing light when irradiatεd， and cause the 
loss of luster as w巴11as the rough texture. The water content of the luster!ess ITuit was less than that of normal fruit after 

harvest， and luster!ess fruit had an inferior shelf life. 
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緒日

近年，北海道南部のトマト (Solanumlycopersicum L.)産

地である森町において，果皮表面のつや(光沢)がない果

実(以下， iつゃなし果」とする)が多く発生し(細淵ら，

2008) ，栽培しているハウス全体に及ぶ場合がある.つゃな

し果は，外果皮がざらつき，外観が悪くなるため規格外と

なる.また，つゃなし果の食感は，果肉部分が正常果と同

様であるが，外果皮がざらつくため， この部分が正常果と

異なる(細淵ら， 2008). このため，発生量が多いと規格内

収量が減少するとともに，選果に係る手聞を増大させる.

っゃなし果の発生は少量であるが，森町に近隣した北斗市

にある地方独立行政法人北海道立総合研究機構 道南農

業試験場内(道南農試)や，北海道南部の他産地でも認め

られている従って，つゃなし果は森町に限らず発生して

いる障害果であり，近年発生量が増加し問題となっている

ことから，発生要因の解明とその低減対策が求められて

いる.

2012年4月 5日受付. 2012年9月 18日受理.
* Corresponding author. E-mail: hosobuchi-yukio@hro.or.jp 
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トマトにおけるつゃなし果の発生は，寺林ら (2009) か

らも報告された.また，高温や低温条件において，非単為

結果性トマトに受粉や 4-chlorophenoxyacetic acid液処理

(ホルモン処理)を省略すると，着色が通常に比べ遅く，つ

やがなく肥大が明らかに悪い発育不良果が発生する(大川

ら， 2007). しかし，これらが北海道南部で発生したつゃな

し果と同ーの症状であるのか不明である. また，つゃなし

果の形態的特徴については報告がなく，その発生要因も明

らかにされていない.

そこで，本報では北海道南部で発生したトマトのつゃな

し果の形態的特徴を，外果皮の観察から明らかにするとと

もに，その判別法を検討した.

材料および方法

1. 調査地域の概要

調査地域は，北海道南部に位置する森町のトマト産地(北

緯 42007'11"，東経 140026'47") である.土壌は，やや粗粒

な褐色低地土である.

この産地では，温泉水や地熱発電所由来の温水を入手で

きることから， 1970年代からこれらを熱源として周年被覆

ハウスの加温に利用し， トマトやキュウリの栽培が行われ

ている トマトの栽培は，年 2作で行われ， 12 ~ 2月定植
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の促成作型および 7月定植の抑制作型である.また，キュ

ウリ (12~ 3月定値の促成作型)とトマト (7月定植の抑

制作型)の栽培を同一ハウスで行う場合もある (宇津木ら，

2008) .つゃなし果は，両作型で発生するが特に促成作型に

多い なお，栽培されているト マトの品種は，‘麗容¥‘桃

太郎ファイト 'および 'CF桃太郎ファイト 'である

2. つゃなし果の外観観察

3 つゃなし果収穫後の重量変化

2011年 5月に同町の生産者ハウスから，着色程度が同程

度のつゃなし果および正常果 (品種は，それぞれ‘麗容， ) 

をそれぞれ 4果採取し，約 200Cの室内において 10日間保

存した 保存期間中に，各々の果実の重量を測定しその

減少量を果実に含まれる水分の減少量とした.

2007年 5月に同町の促成作型のハウスにおいて品種 結 果

‘麗容'のつゃなし果と正常果 (つやのある果実)をデジタ 1 つゃなし果の観察

ルカメラ(IXYDIGITAL 51 OIS， Canon)で撮影したまた，

っゃなし果および正常果 (品種はそれぞれ‘麗容， )を内径

および長さ 100mmの塩化ピニル管の中に入れ，外光が入

らない暗所を作り，管上部にリング状の光源を持つライ ト

(リングライ トLGR，OLYMPUS)を単一光源として照射

し，デジタノレカメ ラ(FujixHC-2500 high-resolution digital still 

camera， FujiFilm)とマクロレンズ (F吋inonMAF75/BMD， 

FujiFilm)を用いて撮影した.

さらに，同っゃなし果および正常果の外果皮から果実内

部までの果皮断面切片を かみそりを用いて作製した.ま

た，外果皮表面の物理的形状を観察するため， SUMP 

(Suzuki's Universal Micro Printing)法により ，この部分の型

を非破壊的に作製ーした (谷口 ・上回，1933;木島， 1982)ー

すなわち，外果皮表面に酢酸アミル (SUMP液，SUMP 

LABORATORY)を少量付着させたセルロイド板 (SUMP板，

SUMP LABORATORY)を接着し，乾燥後にセルロイド板側

に形成された型を得た.切片および SUMP法により作製し

た型を拡大倍率 100倍で顕微鏡観察し (VANOX-TAH-2， 

OLYMPUS) ，撮影したりXOPTICAL 200M， OLYMPUS) 

同様の方法で，道南農試内 (2011年 3月定植， ‘麗夏， )お

よび北海道南部の他産地 (同年 4月定植， ‘りんか409')で

発生したつゃな し果を 2011年 6月に採取し， 外果皮表面を

観察した

ハウス内で撮影した果実画像では，正常果でつやが認め

られたが，つゃなし果では認められなかった (第 l図) つ

ゃなし果は， 1つの果房の中に正常果と混在していたり，果

房内すべてがっゃなし果の場合があった つやの有無は，

外果皮表面における光の反射によるもの と推定されたの

で，暗所において正常果およびつゃなし果にリ ング状の光

源をもっライトを照射し，その反射程度を比較した この

結果，正常果では光源と同じリング状の反射が認められた

のに対し，っゃなし果では認められず，両者の差は明瞭で

あった (第 2図) すなわちつゃなし果では照射光が乱反

射した

第2図 暗所においてリング状のライトを単一光源として照

射した時のトマトのつゃなし果 (左)および正常果 (右)
の反射の差異(品種は‘麗容， ) 

第 1図 ハウス内で撮影したト 7 トのつゃなし果およ び正常果 (品種は‘麗容，) 
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っゃなし果の外果皮は光が乱反射し，ざらつくことから，

果皮断聞の切片を観察した. この結果，正常果の外果皮表

面は平滑であるのに対し，つゃなし果では凹凸が認められ

た(第 3図).さらに， トマトの外果皮表面を SUMP法で

観察すると，正常果では多角形の細胞が配列されていた.

一方，っゃなし果では正常果で認められた多角形の細胞の

上に，紡錘状の筋力1認められた(第4図).この筋は，外果

皮側からみると亀裂であり，その長さは多角形の細胞より

長く，太さは不規則であった.また，個々の亀裂の方向性

は一様ではなく，他の亀裂と連結したものや単独のものが

あった.

SUMP法により観察された亀裂は，道南農試および北海

第3図 トマトのつゃなし果(左)および正常果(右)の巣皮断面(品種は‘麗容， ) 

第4図 SUMP法により観察したトマトのつゃなし果(左)および正常果(右)の外果皮表面(品種は‘麗容， ) 

第5図 道南農試(左， ‘麗夏， )および北海道南部の異なる産地(右， ‘りんか 409')で採取したトマトのつゃなし果の外果皮

表面 (SUMP法)
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第6図収穫後におけるトマトのつゃなし果および正常果の
重量比の変化(品種は‘麗容， ) 

エラーパーは標準誤差を示す (n=4) 

* t検定により 5%水準でつゃなし果および正常果聞に

有意差あり

道南部の他産地で採取したつゃなし果でも認められた(第

5図).また，採取した果実により亀裂の量に違いが認めら

れ，北海道南部の他産地で採取したつゃなし果(品種は‘り

んか409')が最も密であった(第 4，5図). 

2. つゃなし果収穫後の重量変化

第6図に，つゃなし果および正常果の収穫後における重

量比の変化を示した.正常果の重量は，収穫時を1.00とす

ると，収穫 10日後には 0.96であった.一方，つゃなし果

では収穫 6日後には果実が軟化し萎縮が認められた.また，

正常果に比べて収穫後の重量減少が有意に多く， 10日後に

は0.89であった.

考察

つゃなし果は，ナス CSolanummelongena L.)でも発生す

る ナスのつゃなし果の場合，外果皮表面に凹凸が生じる

ことにより光が乱反射し，つやがないように見えると考え

られている(加藤ら， 1970). トマトのつゃなし果において

も，つやのなさは光の乱反射によるものと考えられ，暗所

においてリング状のライトを照射することにより確認でき

た(第 2図).この方法により つゃなし果と正常果を判別

することが可能であると考えられる.

トマトのつゃなし果でも，ナスの場合(加藤ら， 1970) 

と同様に外果皮表面に凹凸が認められ， これが光を乱反射

する原因と考えられた(第 3図).この外果皮表面を SUMP

法で観察すると，不規則な亀裂が認められた(第 4図). 

従って， この亀裂を外果皮断面の切片から観察すると，凹

凸として捉えることができると考えられる(第3図).つま

り，外果皮表面に生じた亀裂により凹凸が形成され， これ

により照射光が乱反射しつやがないように見え，ざらつき

の原因になると判断できる. この亀裂は，道南農試や異な

る産地で採取した果実で、も認められたことから(第 5図)， 

っゃなし果の症状として外果皮表面の形態的な特徴を示し

ていると考えられる.また， SUMP法によりつゃなし果の

特徴を明確に観察できることから，この方法による観察が，

っゃなし果の簡易な判別に利用できると考えられる.

っゃなし果は，収穫 6日後に果実の萎縮が認められ，正

常果よりも水分損失が多いことが明らかになった(第6図). 

このことから，っゃなし果は日持ち性が劣り，流通面から

も障害となると考えられた. この要因として，つゃなし果

の外果皮表面に生じた亀裂により，果実内の水分がより損

失しやすくなっているためと考えられた.他の作物の果実

における亀裂の形成をみると，ネットメロン CCucumismelo 

L.)の場合，果実の肥大過程で果皮部分が硬化し弾力がな

くなり，果実内部の肥大圧により亀裂が生じる.さらに，

その部分に癒合組織が発達し盛り上がることから，ネット

が形成される(大須賀， 2005). しかし， トマトのつゃなし

果の場合，生じた亀裂がネットメロンのように癒合されな

かった状態にあると考えられた.すなわち，正常果では外

果皮が硬化する前に肥大終了となるのに対し，つゃなし果

では果実内部と外果皮の肥大速度に不均衡が生じ，肥大途

中に外果皮の硬化が早く始まるため肥大圧に耐えられずに

裂皮し，亀裂が生じると推測される.

以上より，北海道南部で発生したトマトのつゃなし果の

形態的特徴およびその判別法を明らかにした また，この

判別法により，北海道南部以外で発生するつゃなし果につ

いても同ーの症状(形態)であるか明らかにで、きると考え

られる.今後は，つゃなし果の発生要因の解明，発生の品

種間差異および多発ノ、ウスにおける低減対策を検討する必

要がある.

摘要

北海道南部に発生する，トマトのつゃなし果の形態的特徴

とその判別法を明らかにした.暗所において，つゃなし果の

外果皮に単一光を照射すると乱反射した.果実の果皮断面を

顕微鏡観察すると，外果皮表面は正常果では平滑であったの

に対し，っゃなし果では凹凸状であった.外果皮表面を

SUMP法で観察すると，正常果は多角形の細胞が配列されて

いたのに対し，つゃなし果ではそれに加えて亀裂が認められ

た.この亀裂が外果皮の凹凸を形成し，照射される光を乱反

射させ，つや(光沢)をなくすとともに，ざらつきの原因に

なると考えられた.っゃなし果は，正常果に比べて収穫後の

果実水分の損失が多く日持ち性が劣った.

謝辞本稿をご校問いただきました，道南農業試験場

研究部長(現十勝農業試験場)奥村正敏博士に深く感謝申

し上げます.

引用文献

細淵幸雄・五十嵐俊成・宇津木 友・小林靖幸・水間敦文・

渡違和重・北畠国昭・川岸康司. 2008. 森町における

トマトの生理障害事例~通称「っゃなし果」とホウ素

過剰~北海道園芸研究談話会報. 41: 16-17. 

加藤 徹・中村俊一・高橋昭治. 1970. ナスのつゃなし果

発生現象.農及園. 47・1451-1452.



国学研. (Hort. Res. (Japan)) 12 (1): 83-87. 2013. 87 

木島正夫. 1982. 植物形態学の実験法. p.60-62. 慶川書

庖.東京.

大川浩司・菅原員治・高市益行・矢部和則. 2007. 高温お

よび低温条件下における単為結果性トマト ‘ルネッサ

ンス'の着果および果実肥大特性.園学研.6: 449-454. 

大須賀隆司. 2005. 温室メロンのネット発生と水分ストレ

スー静岡県における高品質生産技術一 農林水産技術

研究ジャーナル. 28: 19-24. 

谷口光平・上田哲三. 1933. 銭鋼の研究及び検査に劃する

スンプ法の庭用.鉄と鋼. 19: 806-814. 

寺林敏・鈴木未央・伊達修一. 2009. トマトのつゃな

し果発生に及ぼす着果促進処理の影響.園学研.8 (別

2): 256 

宇津木友・山口和彦・小林靖幸・竹内正信・西村景・

宗像政美・北畠国昭・川岸康司. 2008. 渡島管内にお

けるトマト産地の特徴と今後の方向性.北海道園芸研

究談話会報. 41: 18-19. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

