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半促成メロン(Cucumismelo L.)栽培におけるCucumis属野生種台木の実用'性

松本雄一・宮城慎1)

1)茨城県農林水産部産地振興課干310-8555水戸市笠原町 978-6

要約

メロンつる割病レース 1，2yに対して真性抵抗性を有する Cucumis属野生種が，ネット

系メロンの半促成栽培において，台木として利用可能であるかを確認するため，生育や収量，

果実品質への影響についてメロン，カボチャ台木と比較した.その結果，ニシインドコキュ

ウリ (C.αnguriα)およびツノメロン (C.metuliferus)台木では，メロンおよびカボチャ

台木よりも草丈，葉長，葉幅および展開葉数が低く，到花日数が長くなった.重量およびネッ

ト密度は，メロン台木とは差が認められなかった.可溶性固形物含有率(糖度)は，メロン

およびカボチャ台木と比べてニシインドコキュウリ台木では高くなったが，ツノメロンでは

低くなった.硬度は，メロンおよびカボチャ台木よりも高くなった.食味は，カボチャ台木

と同等で，メロン台木よりも劣った.これらの結果より，ネット系メロンの半促成栽培では，

ニシインドコキュウリおよびツノメロンの台木としての利用は困難でーあると考えられた.

キーワード:メロン，Cucumis属野生種，接木，台木，果実品質

I 緒 士-E司

メロンつる割病は Fusarium oxysporum f. sp. 

melonisによって引き起こされる土壌病害であり，メロ

ン (Cucumismelo 1.)栽培における重要病害のひと

つである.メロンつる割病菌はレース 0，1， 2および

1，2の4レースが報告されている (Risseret al. 1976) . 

このうちレース 0，1および2に対しては，真性抵抗性の台

木品種や自根品種の育成が行なわれている (Oumouloud

et αl. 2008， Tezuka et αl. 2011) しカ〉し， レース 1， 

2に対しては，圃場抵抗性系統を用いた台木品種の育

成に留まっている(中住ら 2007).聞場抵抗性台木品

種は，高い菌密度条件下においては擢病するため(八

木ら 2004)，安定生産のためには真性抵抗性を有す

る台木品種が必要である.近年，Cucumis属野生種

内にはメロンつる割病レース1，2に対する真性抵抗性

を有する穫が報告されており (Matsumoto et al. 
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2011) ，メロンつる割病抵抗性台木としての利用が期

待される.

しかしながら，これまで Cucumis属野生種を台木と

したメロン接木栽培におけるメロンの生育，収量，果実

品質については，わずかな報告があるのみであり(五十

嵐ら 1987，金子ら 2009)，市販のメロン台木品種との

比較や，茨城県の主力作型である半促成栽培での調査は

行われていなかった.

そこで，半促成作型における Cucumis属野生種のメ

ロン台木としての実用性を確認するため，Cucumis属

野生種，メロンおよびカボチャを台木としたメロン接木

栽培において，生育や収量，果実品質を比較した.

E 材料および方法

1.供試材料

台木として Cucumis属野生種 2種 3系統{ニシイン



ドコキュウリ (C.αnguriaL.) PI 147065および PI

320052，ツノメロン (C. metuliferus E. Mey. ex 

Naud.) PI 526242} ，メロン台木品種 'FR-2'および

'タイトガード，メロン栽培品種'オトメ¥カボチャ台

木品種'新土佐， (Cucurbita mαnmαDuch. X 

Cucurbita moschαta Duch.)を供試した.穂木にはネッ

ト系メロン栽培品種 Tオトメ'を供試した.

2.耕種概要

台木種子のうち，ニシインドコキュウリおよびツノメ

ロンについては 2010年 2月17日に，メロンおよびカボ

チャについては 2月 22日に播穫を行った.その後， 2 

月 24日に穂木とする栽培品種の播種を行ない， 3月5

日に呼び接ぎ (Daviset al. 2008)により接木を行なっ

た.その後， 10.5 cmポットに鉢上げし， 3月29日に茨

城県農業総合センタ一生物工学研究所(茨城県笠間市)

のアクリルハウス内に畝間 120cm，株間 35cmで定植し

た.施肥については1.2kg-N/a， 1.8 kg-P20sla， 1.2 

kg-K20/aを耕起前に全面施用し，白黒ダブルマルチフィ

ルムで被覆した.各系統 10株ずつ供試し，親づる 1本

仕立て l果収穫の立体栽培を行った.

3.生育調査

定植 30日後に，草丈，葉長，葉幅，展開葉数を測定

した.草丈は地際部から茎頂までの長さとし，葉長，葉

幅は第 10節の葉を調査した.第 13節第 1雌花の開花日

を調査し，定植からの到花日数とした.

表 l 穏木メロンの生育に対する台木系統の影響

台木品種・系統(品目)
草丈Z

(c田)

PI 147065 (ニシインドコキュウリ) 73.2 d 

PI 320052 (ニシインドコキュウリ) 55.5 e 

PI 526242 (ツノメロン) 81.6 d 

タイトガード(メロン) 127.0 bc 

FR 2 (メロン) 144.5 a 

オトメ (メロン) 118.1 c 

新土佐 (カボチャ) 136.3 ab 

平均値 (n= 10). 

4.果実調査

受粉約 60日後に収穫し， 25
0Cで5日間追熟した果実

を調査に供試した.供試果実は重量を測定後半分に切断

し，果実硬度および糖度を測定した.果実硬度は，直径

12醐の円錐型プランジャを装着した果実硬度計(ユニ

ノfーサル果実硬度計，木屋)を用い，縦方向に切断した

果実の果肉中央部の貫入抵抗値を測定した.糖度は果実

赤道面の果肉中壁部について果実糖度計 (ATC-1E，ア

タゴ)を用いて測定した.食味は女性5名，男性 l名の

官能評価により o(悪)から 4(良)の 5段階で評価し，

外観はネットの密度について o(粗)から 4(密)の 5

段階で評価した.

E 結果

草丈，葉長，葉幅，展開葉数は，ニシインドコキュウ

リおよびツノメロン台木ではメロンまたはカボチャ台木

栽培よりも低い値となった.到花日数は Cucumis属野

生種台木では 38.3-40.5日と，メロン台木の 33.2-35.8

日およびカボチャ台木の 36.3日と比べて長くなった

(表 1). 

果実重はニシインド、コキュウリおよびツノメロン台木では

カボチャ台木よりも小さくなったが，メロン台木とは差がな

かった.ネットはツノメロン台木ではカボチャ台木よりも粗

くなったが，ニシインド、コキュウリ台木はメロンおよびカボ

チャ台木とは差がなかった.糖度は，ニシインドコキュウリ

台木で 16.0%および 17.0%とメロンおよびカボチャ台木よ

りも高くなったが，ツノメロン台木では 12.2%と低くなっ

た.果実硬度は，ニシインドコキュウリ台木で1.1kgおよ

葉長Y 葉幅Y

展開葉数Z 到花日数x
(cm) (ω) 

9.9 b 13.7 b 16.7 c 38.3 b 

7.2 c 9.6 c 14.1 d 40.5 a 

10.5 b 14.2 b 16.7 c 39.2 ab 

13.7 a 19.3 a 22.6 ab 33.8 de 

14.5 a 19.9 a 24.7 a 33.2 e 

14.0 a 19.1 a 21.5 b 35.8 cd 

15.4 a 21.2 a 21.2 b 36.3 bc 

同一英文字問には有意差なし (TukeyのHSD検定による P < 0.05). 
z 定植 30日後に測定ー
y 第10節目の葉を測定
x 定植後から第 13節第 1雌花の開花までの日数.
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び1.2kgと，メロンおよびカボチャ台木よりも高くなっ

た.食味は，ニシインドコキュウリおよびツノメロン台

木では1.8~2.2 となり，カボチャ台木とは差がなかっ

たものの，メロン台木の 3.4~3.6 と比べて低くなった

(表 2).なおメロン品種(タイトガード， FR】 2，オ

トメ)を台木に用いた場合は，果実品質においてこれら

の品種聞に差はなかった(表 2). 

町考察

五十嵐ら(1987) は，Cucumis属野生種を台木とし

たネット系メロンの普通作型および抑制作型においてニ

シインドコキュウリ台木はカボチャ台木と比較して草勢，

果実重，糖度が低下するものの，ツノメロン台木はカボ

チャ台木と比較して草勢，果実重，糖度が同等ないし上

回り，台木として利用可能と報告している.また，金子

ら (2009)は，アールス系メロンの抑制作型においてニ

シインドコキュウリ台木はメロン台木と比較して果実重

が低下し，糖度が増加すること，ツノメロン台木ではメ

ロン台木と比較して果実重，糖度ともに低下することを

報告している.

本研究では茨城県の主力作型であるネット系メロンの

半促成栽培において Cucumis属野生種台木の影響を調

査し，メロンおよびカボチャ台木と比較を行った.その

結果，ニシインドコキュウリ台木の果実重はメロン台木

と差がなく，また，糖度は増加したものの(表 2)，果

実硬度が増加し，食味はカボチャ台木と同等で，メロン

台木よりも劣っていた(表 2).また，ツノメロン台木

は草勢，糖度および食味がカボチャおよびメロン台木よ

りも下回った(表1， 2). 

この結果をこれまでの報告と比較すると，ニシインド

コキュウリ台木の糖度では五十嵐ら (1987)の結果と異

なり，金子ら (2009) と同様メロン台木よりも増加した

が，果実重は五十嵐ら(1987)，金子ら (2009)の低下

したとする結果と異なり，メロン台木との差はなかった.

また，ツノメロン台木の糖度では五十嵐ら (1987)の増

加したとする結果と異なり，金子ら (2009)の結果と同

様メロン台木よりも低下した.果実重は金子ら (2009)

の低下したとする結果と異なり，五十嵐ら(1987)の結

果と同様メロン台木と同等であった.これらの研究開で

は作型や台木および穏木系統が異なること，また施肥体

系などの栽培概要も異なっており，そのため果実重や糖

度などの形質に差異が見られたと考えられる.実際，本

研究においてもニシインドコキュウリの 2系統間で生育

が異なっていた(表 1). 

以上のことから，ネット系メロンの半促成栽培におい

てニシインドコキュウリおよびツノメロンの本系統をメ

ロン台木として利用することは，果実硬度が高く食感が

悪いこと，糖度が示すほど食味が良くないことや，草丈

や展開葉数が劣るなどメロンの商用栽培を行うためには

難点があり，実用化は困難と判断した.一方，Cucumis 

属野生種にはこれまで供試された種，系統以外にも多く

の種や系統が見出されており，今後は他の種や系統を用

いた比較栽培や，栽培方法についても台木の吸肥特性等

を明らかにした上での肥培管理等の改良が必要であると

考えられる.

表 2 穂木メロンの果実重及び果実品質に対する台木系統の影響

台木品種・系統(品目)
果実重

ネット密度Z

糖度 果実硬度Y

食味x
(g) (Brix %) (kg) 

PI 147065 (ニシインドコキュウリ〕 945.4 b 2.7 ab 16.0 ab 1.1 ab 1.9 b 

PI 320052 (ニシインドコキュウリ) 845.6 b 2.8 ab 17.0 a 1.2 a 1.8 b 

PI 526242 (ツノメロン) 1052.0 b 2.5 b 12.2 d 0.9 bc 2.2 b 

タイトガード(メロン) 942.6 b 2.8 ab 15.4 abc 0.7 cd 3.6 a 

FR2 (メロン) 1034.8 b 2.8 ab 14.4 bcd 0.7 cd 3.4 a 

オトメ (メロン) 1127.8 b 3.0 ab 14.5 abc 0.8 cd 3.4 a 

新土佐 (カボチャ) 1621.5 a 3.5 a 13.5 cd 0.6 d 2.5 b 

平均値 (n= 10). 
同一英文字聞には有意差なし (TukeyのHSD検定による P く 0.05).
z 5段階評価:0 =粗， 2 =中， 4 =密.
y果実硬度計，円錐形φ12mmプランジャーの貫入抵抗値.
x 5段階評価・ o=不良， 2 =並， 4 =良.
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Practicality of the Wild Cucumis spp. as a Rootstock of Melon (Cucumis meZo L.) in 
Semi-Forcing Culture 

Yuichi Matsumoto and Makoto Miyagi 1) 

Plant Biotechnology Institute， Ibαrαki Agriculturαl Center， Ago， Kasαmα，Ibαrαki， 319-0292， J，αpαn 
lJDepαrtment of Agriculture Forestry αnd Fisheries， Ibαrαki Prefecturαl Gouernment， Kasαhαrα， Mito， Ibαraki， 
310-8555， Jiα:pan 

Summary 

In order to reveal the practicality of wild Cucumis species which have true resistance to Fusarium wilt of 
melon race 1，2 y as the rootstocks for melon grafting cultivation in semi-forcing culture， a melon scion 
cultivar was grafted to wild Cucumis species， C. anguriαand C. metulザerus，and melon rootstock cultivars 
and pumpkin rootstock cultivar. In the plant height， leaf length， leaf width， and number of the expanded leaf， 

the melon grafted onto wild Cucumis species were lower than the melon grafted onto melon or pumpkin. In 
the fruit weight and the netting density scale， significant difference was not observed between the melon 
grafted onto melon and the melon grafted onto wild Cucumis species. On the other hand， in the total soluble 
solids (TSS) content and fruit firmness， significant difference was observed. On the C. anguria， although high 
values were observed in the TSS content， the eating acceptability was bad because fruit firmness was high. 
Similarly， on the C. metuliferus， although fruit firmness was not so high， the eating acceptability of was bad 
because the TSS content was low. Thus， we concluded that using C.αnguriαand C. metuliferus as rootstock 
for melon grafting cultivation in semi-forcing culture under the present method and conditions is difficult. 

Key Words: melon， Cucumis spp.， grafting， rootstock， fruit quality 
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